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になれる
ホームペー

保存期間

INR 日本看護協会出版会 1-2,3(1,3-4),4-15<1978-1992>

継続後誌: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 /
日本看護協会出版会

ICUとCCU 医学図書出版 21-39,40(1-2)<1997-2016>+

愛知母性衛生学会誌 愛知県母性衛生学会 19-26<2001-2008>
継続前誌:愛知母性衛生
学会報

IDE : 現代の高等教育 466-579<2005-2016>+
継続前誌:民主教育協会
誌IDE / 民主教育協会

10年

あきた小児保健 秋田県小児保健会 40<2004-2004>

アディクションと家族 IFF 18(4),19-30,31(1)<2001-2015>+
継続前誌:アルコール依
存とアディクション

アロマテラピー学雑誌 日本アロマテラピー協会 1-15,16(1-2)<2001-2016>+
[J-STAGE]
アロマテラ
ピー学雑誌

安全と健康 中央労働災害防止協会 57-66,67(1-3)<2006-2016>+
継続前誌:働く人の安全と
健康 = Occupational
safety & health

EB nursing 中山書店 1-11<2001-2011>

医科学応用研究財団研究報告 [CD-
ROM]

鈴木謙三記念医科学応
用研究財団

31-33<2012-2014>+

継続前誌: 医科学応用研
究財団研究報告 / 鈴木
謙三記念医科学応用研
究財団 = / Suzuken
Memorial Foundation

カウンター・
司書室

週刊医学界新聞 医学書院 1年保存<>+ 新聞架 1年

医学教育
日本医学教育学会, 篠原
出版新社 (発売)

28(1-6),29(1-6),30-46,47(1)<1997-
2016>+

科学技術振
興機構J-
STAGE

週刊医学のあゆみ 医歯薬出版 212-256,257(1-2)<2005-2016>+

継続前誌:Journal of the
American Medical
Association / ジャーナル
AMA日本版刊行会
継続前誌:醫學のあゆみ
/ 日本醫學雑誌株式会
社 [編]

10年

いきいきいのち けんこう村 1-5<2000-2004>
岐阜県関係
雑誌

生きがい研究 長寿社会開発センター 11-14,16-21<2005-2015>+ 10年
医薬ジャーナル 43(8)<2007-2007>
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医用電子と生体工学
日本ME学会 ; 日本学会
事務センター (発売)

36-39<1998-2001>

継続後誌:生体医工学 :
日本エム・イー学会誌 =
Transactions of the
Japanese Society for
Medical and Biological
Engineering : BME

医療 国立医療学会 58-69,70(1-3)<2004-2016>+

医療情報学 日本医療情報学会 18-34,35(1-6)<1998-2016>+
継続前誌:MEDINFO研究
会資料 / MEDINFO研究

医療と社会 医療科学研究所
4(1-2),19(3-4),20-24,25(1-4)<1994-
2016>+

科学技術振
興機構J-
STAGE

医療と福祉 日本医療社会事業協会 31-48,49(1-2)<1997-2016>+

English express 朝日出版社 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

インターナショナルナーシングレビュー 日本看護協会出版会 16-34,35(1-5)<1993-2012>

継続前誌:INR :
international nursing
review : インターナショナ
ルナーシングレビュー
[編] / 日本看護協会出

Infection control メディカ出版 11(2-12),12-24,25(1-5)<2002-2016>+

Uro-Lo メディカ出版 21(1)<2016-2016>+
継続前誌: 泌尿器ケア
<AA11996336>

英語教育 大修館書店
58(11-13),59(1-7,9-13),60(1-7,9-
13),61(1-7,9-13),62(1-7,9-13),63(1-
7,9-11)<2010-2015>

継続前誌:英語教育 5年

エイジングアンドヘルス 長寿科学振興財団
10-14,20;11-23,24(1-4)<1997-
2002;2002-2016>+

10年

栄養と料理 女子栄養大学出版部 71-81,82(1-5)<2005-2016>+
吸収前誌:食養研究 / 食
養研究會

女子栄養大
学出版部
栄養と料理
デジタル
アーカイブ
ス（昭和10
年創刊号か
ら昭和63年

10年

Expert nurse 照林社 21-31,32(1-4)<2005-2016>+ 10年

SRL感染症フォーラム エスアールエル
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください<>+

SRL宝函
スペシアル・レファレン
ス・ラボラトリー

29(2),30,32-35,36(1-4)<2008-2016>+ 10年
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Emergency care メディカ出版 18-28,29(1-5)<2005-2016>+
継続前誌:Emergency
nursing = エマージェン
シー・ナーシング

10年

嚥下医学
日本嚥下医学会 ; 中山
書店 (発売)

1-3,4(1-2)<2012-2015>+

Ope nursing メディカ出版 20-30,31(1-4)<2005-2016>+ 10年

オレンジページ オレンジページ 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

音楽と人 USEN 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

介護人財育成 日総研出版 6(6-7)-8<2010-2011>
吸収前誌:介護リーダー
継続後誌:介護人財マネ
ジメント

5年

介護人財マネジメント 日総研出版 8,9(1)<2012-2012> 継続前誌: 介護人財育成 5年

介護福祉学
日本介護福祉学会 ;
ワールドプランニング (発

13-21,22(1-2)<2006-2015>+

外来看護 日総研出版 15-17<2009-2011>
継続前誌:外来看護最前
線
継続後誌:新時代の外来

10年

外来看護最前線 日総研出版 12-14<2006-2009> 継続前誌:外来看護新時 10年
外来看護新時代 日総研出版 10-11<2004-2005> 継続後誌:外来看護最前 10年
外来小児科 日本外来小児科学会 4(2),5-15,16(3-4),17,18(1)<2001-

カウンセリング研究 日本カウンセリング学会 20(1),31-47,48(1)<1987-2015>+
継続前誌:相談学研究 /
日本相談学会

科學 岩波書店 74(8),76(1)<2004-2006> 10年

化学療法の領域 医薬ジャーナル社 18-31,32(1-4)<2002-2016>+
継続前誌:抗生物質から
化学療法の領域 / 化学
療法研究会

学術の動向 日本学術協力財団 16(9-12),17-20,21(1-3)<2011-2016>+
継続前誌:日本学術会議
月報 / 日本学術会議事

10年

家族看護 日本看護協会出版会
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください<>+

家族看護学研究 日本家族看護学会 1(1),2(1),3(1),4-20,21(1)<1995-2015>+
月刊家族ケア 家族ケア研究所 2-9<2004-2011>

家族社会学研究 日本家族社会学会 2,3,6,15-26,27(1-2)<1990-2015>+
科学技術振
興機構J-
STAGE

家族心理学研究
日本家族心理学会 ; 金
子書房 (発売)

11(2),12(2),13(2),15(2),16-28,29(1-
2)<1997-2015>+

家族性腫瘍 家族性腫瘍研究会 1(2),2-3,4(1),6,12-14,15(1)<2001-
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家族と健康
日本家族計画協会リプ
ロ・ヘルス推進事業本部

1年保存<>+ 継続前誌: 家族計画 新聞架

月刊学校教育相談 ほんの森出版
13(1,3,5-6,8-14),14-29,30(1-6)<1999-
2016>+

学校保健研究 日本学校保健学会

1-16,18,19(1-2,4-9,11-12),20,21(6-
12),22-27,28(1,10),29(1,3-6,9-
12),31(1-2,4-12),32-35,36(1-7,9),37-
56,57(1-6)<1959-2016>+

神奈川県精神医学会誌 神奈川県精神医学会 51<2001-2001>

神奈川整形災害外科研究会雑誌
神奈川整形災害外科研
究会

23(3-4),24(1)<2010-2011>

継続前誌:神奈川整形災
害外科医会雑誌 / 神奈
川整形災害外科医会
[編] = Kanagawa journal
of orthopedics and
traumatology / Kanagawa
Society of Orthopedics
and Traumatology

ガバナンス ぎょうせい 45-180<2005-2016>+
継続前誌:月刊地方分権
/ ぎょうせい [編]
継続前誌:晨

10年

からだの科学 日本評論社
76,115,145,120-121,136-137,151-
278<1977-2013>

川崎医療福祉学会誌 川崎医療福祉学会 11-17(1)<2001-2007>

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
川崎医療福
祉学会誌

眼科手術 メディカル葵出版
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください。<>

がん看護 南江堂 0,1(1-3),2-20,21(1-3)<1995-2016>+

環境感染 日本環境感染学会 17-22<2002-2007>
継続後誌：日本環境感染
学会誌

科学技術振
興機構
ジャーナル
アーカイブ
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環境感染誌. Supplement
日本環境感染学会総会
事務局

23-31<2008-2016>+

本タイトルの軽微な変化:
環境感染. Supplement (-
v. 23 (2008))→環境感染
誌. Supplement (Vol. 24
(2009)-)
Vol. 20 (2005)の表紙に
は「日本環境感染学会総
会プログラム・抄録号」の
表示あり
Vol. 21 (2006)の表紙に
は「日本環境感染学会学
術集会プログラム・抄録
集」の表示あり
Vol. 22 (2007)-の表紙に
は「日本環境感染学会総
会プログラム・抄録集」の
表示あり
出版地変更あり, 事務局
は持ち回り

季刊環境研究 日立環境財団 156-181<2010-2016>+
継続前誌:環境研究 / 公
害調査センター

5年

看護

17(9),19(10),21(1-6),22(1-5,7,9-
12),23(12),24(8-9,11),25(2,4-10,12-
13),26(1,3,5-12),27(1-2,4,10-11),28(1-
12),29(1-12),30-31,32(1-13),33,34(1-
14),35(1-14),36(1-14),37-67,68(1-
5)<1965-2016>+

看護学雑誌 医学書院

25(1-4,6-10,12),31(4,11-12),32(2-3,7-
8,10-13),33,34(3,7,9-12),35,36(1-
12),37(1,3-5,7-12),38-39,40(1-4,7-
12),41-74<1961-2010>

看護学生 52(8-13)-55<2004-2007>

継続前誌:看護学習2年 /
メヂカルフレンド社
継続前誌:資格試験受験
コース / メヂカルフレンド
社

10年

看護管理 医学書院 1-25,26(1-4)<1991-2016>+
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看護技術 メヂカルフレンド社

18(3,5,7,12-16),19(1,2,4-16),20(1-
6,11-16),22,23(1-11,13,15-16),24(3-
4,6-14),25(1-8),26-27,28(1-11,13-
15),29,30(1-8,12-16),31(1,3-13,15-
16),32(3-9,11-16),33(1-2,5,7-16),34(1-
2,4-6,8-12,14-16),35(1,5-17),36(1,2,4-
16),37,38(1-3,5-16),39,40-46,47(1-
14),48-61,62(1-5)<1972-2016>+

継続前誌:看護のbooks
吸収前誌:婦長 / メヂカ
ルフレンド社

看護教育 医学書院
6(10-12),7(2-9,12),8(2),9(5-
7,9,11),10(3-12),11,12(1-12),13-
56,57(1-4)<1965-2016>+

看護教育学研究 看護教育学研究会 2(1),3-22,23(1),24(1-2)<1993-2015>+

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
看護教育学
研究

看護教育研究学会誌 看護教育研究学会 1-3,4(2),5(2),6,7(2)<2009-2015>

看護教育の研究 全国自治体病院協議会 8,11,14,17-19<1992-2003>
継続前誌:看護教育問題
研究集録 / 全国自治体
病院協議会看護教育施

月刊看護きろく 日総研出版 14(11-12),15-17<2004-2008>

継続前誌:月刊かんごき
ろく = Nursing record for
patient
継続後誌:隔月刊看護き
ろくと看護過程

10年

看護きろくと看護過程 日総研出版 18-23,24(1-6)<2008-2015>
継続前誌:月刊看護きろく
= Nursing record

10年

看護研究 医学書院 1-48,49(1-2)<1968-2016>+

看護実践の科学 看護の科学社

1(1),2(1),3(1-12),5(7-12),6(1-12),7(1-
12),8(1-12),9(5-8),10(1-4,6-
7,9,11),11(3,5-6,8-9),12(2-3,5-12),14-
16,17(1,2,4-6,9,11-13),18(2,4-13),19-
40,41(1-4)<1976-2016>+

看護ジャーナル 医学芸術社 1-2<2011-2012> 10年

看護主任業務 日総研出版 22-25<2012-2015>

継続前誌: 主任&中堅+こ
ころサポート : 人間関係
を調整し、業務革新を!
継続後誌: 主任看護師 :
管理・教育・業務 : 現場を
変えるリーダーシップ! ス
テップアップ!

10年
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看護情報研究会論文集
日本医療情報学会看護
部会

1-7<2000-2006>

継続前誌: 日本医療情報
学会看護情報システム研
究会講演集
継続後誌: 日本医療情報
学会看護学術大会論文
集 : JAMI-NS / 日本医
療情報学会看護部会

看護職員等研究報告 笹川医学医療研究財団 3-4<1995-1996>

看護人材育成 日総研出版 10-11,12(1-6)<2013-2016>+
継続前誌: 看護人材教育
<AA1213060X>

10年

看護人材教育 日総研出版 3(1,4-6),4-10<2006-2013>

継続前誌:看護教員と実
習指導者 : 看護学生指
導で陥る問題を解決する
看護教育専門情報誌

10年

看護診断 日本看護診断学会
1994-
1995,1(1),2(1),3(1),4(1),5,6(1),7(1),8-

看護展望 メヂカルフレンド社 1-40,41(1-5)<1976-2016>+

看護と情報 看護図書館協議会 2-22<1995-2015>+

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
看護と情報

看護人間工学研究誌
日本人間工学会看護人
間工学部会

3-5<2002-2004>

看護の研究 全国自治体病院協議会 29-34<1997-2003>
継続前誌:看護問題研究
集録 / 全国自治体病院
協議会総婦長部会

看護婦実習指導者講習会集録 三重県 8-9<1996-1997>
看護歴史研究 看護史研究会 2-7<2004-2014>+

感染と抗菌薬 ヴァンメディカル
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください<>

癌と化学療法（サプリメントのみ） 癌と化学療法社 25-42<1998-2015>+

緩和医療学 先端医学社 7(1)<2005>
継続前誌:緩和医療 =
Japanese journal of
palliative medicine

10年

緩和ケア 青海社 15-25,26(1-2)<2005-2016>+
継続前誌:ターミナルケア
= The Japanese journal
of terminal care

木沢記念病院年報 木沢記念病院 3,16-23<1995-2015>+
岐阜県関係
雑誌

北日本看護学会誌
北日本看護学会編集委
員会

6-13<2003-2011>
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岐阜看護学会抄録集 岐阜県看護協会 1-3<2013-2014>+
岐阜県関係
雑誌

岐阜看護学会論文集 岐阜看護学会 1-2<2013-2014>+
岐阜県関係
雑誌

岐阜看護研究会誌 岐阜看護研究会 1-8<2009-2016>+
岐阜県関係
雑誌

岐阜県医師会医学雑誌 岐阜県医師会 1-13,14(1),15-27<1988-2014>+
岐阜県関係
雑誌

岐阜県医師会報 岐阜県医師会 614-739<2003-2013>+
岐阜県関係
雑誌

岐阜県看護研究発表会集録 岐阜県看護協会 1-5,7-16,18,21-23<1990-2011>+
岐阜県関係
雑誌

岐阜県看護実践研究交流会活動報告
岐阜県看護実践研究交
流会

15-17;4-9;24-27<2003-2015>+ 本学刊行物

岐阜県看護実践研究交流集会
[岐阜県看護実践研究交
流会]

5,8,10-13<2007-2015>+ 本学刊行物

岐阜県公害研究所年報
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください<>

岐阜県国保地域医療学会演題抄録集
岐阜県国民健康保険団
体連合会

8-9<2002-2003>
岐阜県関係
雑誌

岐阜県総合医療センター年報 岐阜県総合医療センター 27-36<2006-2015>+
継続前誌:岐阜県立岐阜
病院年報 / 岐阜県立岐
阜病院 [編]

岐阜県関係
雑誌

岐阜県内科医会雑誌 岐阜県内科医会事務局 16-27,28(1)<2002-2015>+
岐阜県関係
雑誌

岐阜県母性衛生学会雑誌 岐阜県母性衛生学会 14-23,26-33,35-41<1994-2015>+
岐阜県関係
雑誌

岐阜県立看護大学紀要 岐阜県立看護大学 1-14,15(1)<2001-2015>+ 本学刊行物
岐阜県立看
護大学紀要

[岐阜県立看護大学] 看護実践研究指
導事業報告書

岐阜県立看護大学 13-26<2001-2014>+ 本学刊行物

岐阜県立看
護大学看護
実践研究指
導事業

岐阜県立看護大学共同研究報告と討
論の会

岐阜県立看護大学 21-27<2009-2015>+ 本学刊行物

岐阜県立看護大学機能看護学講座教
育と研究

岐阜県立看護大学機能
看護学講座

1-6<2003-2008> 本学刊行物

[岐阜県立岐阜病院]看護研究集録
岐阜県立岐阜病院看護
部

20,22-27<1993-2000>
岐阜県関係
雑誌
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岐阜県立岐阜病院年報 岐阜県立岐阜病院 1,14-15,21-26<1980-2005>

継続後誌:岐阜県総合医
療センター年報 = Annual
of Gifu Prefectural
General Medical Center
/ 岐阜県総合医療セン

岐阜県関係
雑誌

[岐阜県立関特別支援学校]研究紀要
岐阜県立関特別支援学
校

29<2008-2008>
岐阜県関係
雑誌

岐阜作業療法 岐阜県作業療法士会 3-5,7-16<2000-2013>+
岐阜県関係
雑誌

岐阜市民病院年報 岐阜市民病院 13-34<1993-2014>+
岐阜県関係
雑誌

ぎふ精神衛生 岐阜県精神衛生協会
6(2),9,14(1),15(2),19(1),21(1),22-
25<1969-1988>

継続後誌:ぎふ精神保健
/ 岐阜県精神保健協会

岐阜県関係
雑誌

ぎふ精神保健 岐阜県精神保健協会 25-27<1988-1990>

継続前誌:ぎふ精神衛生
継続後誌:ぎふ精神保健
福祉 / 岐阜県精神保健
協会 [編]

岐阜県関係
雑誌

ぎふ精神保健福祉
岐阜県精神保健福祉セ
ンター

37-49<2000-2012>+
継続前誌:ぎふ精神保健
/ 岐阜県精神保健協会

岐阜県関係
雑誌

岐阜赤十字病院医学雑誌 岐阜赤十字病院 15-23,25,26(1)<2003-2014>+
岐阜県関係
雑誌

[木村看護教育振興財団] 看護研究集
録

木村看護教育振興財団 7-22<2000-2015>+
継続前誌:研究報告 / 木
村看護教育振興財団

Can cam 小学館 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

Campus health 全国大学保健管理協会
37(2),38(3),39,40(1-2),41(1-
2),42,43(2),44(1-2),46-51,52(1-
2)<2001-2015>+

継続前誌: 「会誌」(全国
大学保健管理協会
編)<AN00132188>

Q&Aでわかるアレルギー疾患 丹水社 1-5<2005-2009> 10年

急変キャッチ達人ナース 日総研出版
「達人ナース」として所蔵されていま
す。タ行の書架を見てください<>+

教育 かもがわ出版 55-62;795-844<2005-2012;2012- 10年

教育学研究 日本教育学会 72-81,82(1-4)<2005-2015>+
継続前誌:教育學研究 /
東京文理科大學教育學
會

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
教育学研究

10年

教育心理学研究 日本教育心理学会 46-63,64(1)<1998-2016>+

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
教育心理学
研究
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教育と医学 慶應義塾大学出版 37(10),46-63,64(1-4)<1989-2016>+
教育保健研究 中国・四国学校保健学会 10-15<1998-2008>
教員養成セミナー 時事通信社 32(5-15),33-37,38(1-13)<2010- 5年
協会ニュース 日本看護協会 1年保存<>+ 新聞架
教職課程 協同出版 36-39,40(1-17),41,42(1-7)<2010- 継続前誌:季刊教職課程 5年

共同研究報告書 岐阜県立看護大学 12-26<2000-2014>+ 本学刊行物
岐阜県立看
護大学共同
研究報告書

京都母性衛生学会誌 京都母性衛生学会 1(1)<1994-1994>

継続前誌:京滋母性衛生
学会雑誌 = Keiji journal
of maternal health / 京
滋母性衛生学会 [編]

NHKきょうの健康 日本放送出版協会 202-337<2005-2016>+ 10年

NHKきょうの料理ビギナーズ 日本放送出版協会 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

月刊切抜き保健 アイオーエム 418-504<2005-2012>
継続前誌:IOM情報. 保健
吸収前誌:月刊切抜き子
どものからだと心

10年

勤労者医療 労働者健康福祉機構 2008 Summer-2011<2008-2011>
独立行政法
人 労働者
健康福祉機

Quality nursing 文光堂 1-10<1995-2004>

薬のチェック 医薬ビジランスセンター 15,16(63-64)<2015-2016>+
継続前誌: 薬のチェックは
命のチェック

10年

薬のチェックは命のチェック 医薬ビジランスセンター 17-56<2005-2014> 継続後誌：薬のチェック 10年

暮しと健康 保健同人社 59-66,67(1-6)<2004-2012>
継続前誌:保健同人 / 保
健同人社

10年

クリニカルスタディ メヂカルフレンド社

1,2(2-6,8-12),3(1-10),4(1-11),5(1-
12),6(1-7,9-12),7,8(5,7-
12),9(3,5,10,12),10(7,9,11-13),11(1,3-
12,14),12(1-2,4,6,7-9,14),13-15,16(1-
5,7-14),17(1-5,7-14),18-36,37(1-

KNG（岐阜県難病団体連絡協議会）
岐阜県難病団体連絡協
議会

270-292,294-304,306-333,336-
352,354-357,359-363,365-375,377-
387,389-393,395<2003-2013>+

岐阜県関係
雑誌

京滋母性衛生学会雑誌 京滋母性衛生学会 12(1-2)<1993-1993>

継続後誌:京都母性衛生
学会誌 = Kyoto journal
of maternal health / 京
都母性衛生学会 [編]

芸術新潮 新潮社 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年
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継続看護を担う外来看護 日総研出版
「継続看護時代の外来看護」として所
蔵されています。<>+

継続看護時代の外来看護 日総研出版 18-20,21(1)<2013-2016>+
継続前誌: 新時代の外来
看護

10年

血液フロンティア 医薬ジャーナル社 15-21<2004-2011>
継続前誌:日常診療と血
液 = Practical

10年

研究業績年報 笹川医学医療研究財団 11-12(1)<1995-1996>

継続前誌:高齢者痴呆等
の医学医療に関する研
究業績年報 / 笹川医学
医療研究財団

健康管理 保健文化社
286-393,399,488,490-687;58-62,63(1-
4)<1978-2011;2011-2016>+

継続前誌:労仂と結核 /
労仂結核研究会 = The
journal of labour and
tuberculosis /
Association for Research
of Tuberculosis Amons
Labour

健康医科学 明治安田厚生事業団 20-29<2005-2014>
継続後誌：若手研究者の
ための健康科学研究助
成成果報告書

健康医科学

健康教室 東山書房
45-46,47(1-2,4-7,9,11-14,16),48(1-
15),49-66,67(1-6)<1995-2016>+

継続前誌:季刊健康教室
/ 日本学校衞生会監修

言語聴覚療法 日本言語療法士協会 14(1-3),16<1998-2001>
継続前誌: 日本言語療法
士協会ニュース

現代教育科学 明治図書出版 53-54,55(1-3)<2010-2012> 継続前誌:教育科学 5年

現代思想 青土社

33-34,35(1-12,14,16),36(1-5,7-
8,10,12-15),37(1-4,6-8,10,12-
15),38(1-5,7-14),39(1-3,5,7-8,10-
11,13-14,16,18),40(1-2,4-7,9-
11,13,15,17),41(1-3,5,7-9,11-12,14-
15,17),42(1-2,4,6,8-10,12-
16),43(1,3,6,8-13,16-

10年

現代のエスプリ ぎょうせい
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください<>

公衆衛生 医学書院
43-49,52(6),53(7),55(2,7,10,12),57-
61,62-79,80(1-4)<1979-2016>+

継続前誌:公衆衞生學雜
誌 / 日本醫學雜誌株式

公衆衛生情報 日本公衆衛生協会
21(8),25(1-2,6-9),26-44,45(1-
12)<1991-2016>+

継続前誌:防疫情報 / 日
本公衆衛生協会衛生教
育部会

甲信救急集中治療研究 甲信ICUセミナー事務局 18(1),19(1),20<2002-2004> 継続前誌:甲信ICUセミ
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厚生の指標 厚生統計協会

43(1-8,10,11,13),44(1-
8,10,11,13,15),45(1-
8,10,11,13,15),46(1-
8,10,11,13,15),47(1-
8,10,11,13,15),48(1-
8,10,11,13,15),49(1-
8,10,11,13,15,16),50(1-
8,10,11,13,15,16),51(1-
9,11,13,15),52(1-8,10,11,13,15),53(1-
8,10,11,13,15),54(1-
8,10,11,13,15),55(1-

継続前誌:衞生統計 / 日
本衞生統計協會

高知女子大学看護学会誌 高知女子大学看護学会 23(1),37-40,41(1)<1998-2016>+
継続前誌:高知女子大学
看護学会集録

高知女子大学看護学会集録 高知女子大学看護学会 16-20,22<1990-1996>
継続後誌:高知女子大学
看護学会誌

高知大学看護学会誌 高知大学看護学会 1-6,8,9(1)<2007-2015>+
高知大学学
術情報リポ
ジトリ

行動療法研究 岩崎学術出版社 20(2),21-41,42(1)<1994-2016>+
交流分析研究 日本交流分析学会 23-39,40(1-2)<1998-2015>+

高齢者安心・安全ケア 日総研出版 14-16<2010-2012>

継続前誌：高齢者けあ /
日本総合研究所教育事
業グループ [企画]
継続後誌：高齢者安心安
全ケア実践と記録 / 日
総研グループ

5年

高齢者安心安全ケア実践と記録 日総研出版 10-11,12(1-4)<2012-2015>
継続前誌：高齢者安心・
安全ケア / 日総研グ
ループ [企画]

5年

[高齢者痴呆介護研究・研修仙台セン
ター] 研究年報

高齢者痴呆介護研究・研
修仙台センター

1<2000-2000>

高齢者痴呆等の医学医療に関する研
究業績年報

笹川医学医療研究財団 1-2<1985-1986>

継続後誌:研究業績年報
: 高齢者痴呆の医学医療
に関する研究 / 笹川医
学医療研究財団

高齢者のケアと行動科学 老年行動科学研究会 4-19,20(1-2)<1997-2015>+

呼吸器・循環器 達人ナース 日総研出版
「達人ナース」として所蔵されていま
す。タ行の書架を見てください<>+

呼吸器ケア メディカ出版 6,7(9)<2008-2009> 10年
呼吸器疾患・結核. 資料と展望 結核予防会 29-34,37-50<1999-2004>
呼吸と循環 医学書院 45-63,64(1-4)<1997-2016>+
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国際医療福祉大学学会誌 国際医療福祉大学学会 17(1-2)<2012-2012>+
継続前誌:国際医療福祉
大学紀要 / 国際医療福
祉大学 [編]

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
国際医療福
祉大学学会
誌

国際政治
日本国際政治学会 ; 有
斐閣 (発売)

55-68,70-179<1976-2015>

各号固有のタイトルを
持って刊行
誤植: 1959, no. 4 [12号]
を1960, no. 4と誤植,
1960, no. 3 [15号]を1961,
no. 1 と誤植
出版地変更: 東京→国立
一部は 「国際政治叢書」
として再刊行
図書書誌もあり
<BN01033124>

学生自習室

月刊国民生活 国民生活センター普及部 35-38;1-48<2005-2008;2008-2012>

継続前誌:国民生活 / 国
民生活研究所
派生前誌:たしかな目 /
国民生活センター

国民生活セ
ンターHP
「国民生活」

10年

国立女性教育会館研究紀要 国立女性教育会館 9<2005-2005>

継続前誌:国立婦人教育
会館研究紀要 = Journal
of National Women's
Education Centre of
Japan
継続後誌:国立女性教育
会館研究ジャーナル =
Journal of the National
Women's Education

独立行政法
人国立女性
教育会館研
究ジャーナ
ル

国立女性教育会館研究ジャーナル 国立女性教育会館 10-12<2006-2008>

継続前誌:国立女性教育
会館研究紀要 = Journal
of the National Women's
Education Center of
Japan

独立行政法
人国立女性
教育会館研
究ジャーナ
ル
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こころケア 日総研出版 8-9<2005-2006>

継続前誌:隔月刊ヘルス
カウンセリング / ヘルス
カウンセリング学会 [協
力]
日本総合研究所教育事
業グループ [企画]
継続後誌:こころのマネジ
メント : やる気の専門家

10年

心とからだのオアシス 中央労働災害防止協会 1-9,10(1)<2007-2016>+

こころの科学 日本評論社
21,26,29,36,38-39,44,46,50,53-
186<1988-2016>+

こころの看護学 星和書店 2,3(1)<1998-1999>
こころの健康 日本精神衛生学会 1-29,30(1-2)<1986-2015>+

こころのマネジメント 日総研出版 10<2007-2008>

継続前誌:こころケア : 看
護師を癒す専門誌
継続後誌:主任&中堅+こ
ころサポート : 人間関係
を調整し、業務革新を!

10年

固定チームナーシング研究会. 中部地
方会

刈谷豊田総合病院 11-12<2011-2012>

こどもケア 日総研出版 2(4-6),3-4,5(1-3,6),6,7(1-3)<2007-
子どもと健康 労働教育センター 68-102<2002-2015>+

子どもと福祉 明石書店 1-8<2008-2015>+
継続前誌:日本の児童福
祉 / 全国養護問題研究
会 [編集]

子どもの看護 メディサイエンス社 1(1-5),2(1-2)<1985-1986>

子どもの虐待とネグレクト
日本子ども虐待防止学
会

2(2),3(1-2),4(1),8(1-2),9(2),13(2),14(1-
3)<2000-2012>

子どもの心とからだ 日本小児心身医学会 6(2),7-23,24(1-4)<1998-2016>+

月刊子ども論 クレヨンハウス 20-21<2005-2006>
継続前誌:月刊子ども /
クレヨンハウス総合文化
研究所 [編]

10年

コミュニティケア 日本看護協会出版会
00,01,03,2(1,4-6),3(1-8,10,12),4-
17,18(1-4)<1999-2016>+

最新医学 最新医学社 54-70,71(1-4)<1999-2016>+
さかえ 日本糖尿病協会 43-55,56(1-4)<2003-2016>+

作業療法ジャーナル 三輪書店 33-49,50(1-4)<1999-2016>+
継続前誌:理学療法と作
業療法 / 医学書院

雑誌ダミーデータ <>
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さぽーと
日本知的障害者福祉協
会

57-62,63(1-3)<2010-2016>+
継続前誌:Aigo : 精神薄
弱福祉研究 / 日本精神
薄弱者愛護協会 [編]

5年

産科と婦人科 診断と治療社 66-82,83(1-4)<1999-2016>+

産業医学 日本産業衛生学会
28(4,7),29(7),30(5,7),31(2,7),32-
36<1986-1994>

派生前誌：労働科学 / 日
本勞働科學研究所
継続後誌：産業衛生学雑
誌 = Journal of
occupational health

科学技術振
興機構ホー
ムページ
ジャーナル
アーカイブ
産業医学

産業医学ジャーナル 産業医学振興財団 12(3),16(3-6),17-38,39(1-2)<1989-

産業衛生学雑誌 日本産業衛生学会 37-57,58(1)<1995-2016>+

継続前誌:産業医学 / 日
本産業衛生協会
派生後誌:Journal of
occupational health /
Japan Society for
Occupational Health

科学技術振
興機構ホー
ムページ J-
STAGE 産
業衛生学雑
誌

産業看護 メディカ出版 1-6<2009-2014> 継続後誌: 産業保健と看
産業ストレス研究 日本産業ストレス学会 1,3-7(3),8-14(1)<1994-2006>
産業精神保健 日本産業精神保健学会 1-13<1993-2005>

産業保健21 労働者健康福祉機構 11-20,21(1-3)<2005-2016>+

独立行政法
人 労働者
健康福祉機
構 産業保
健推進セン

10年

産業保健ぎふ
岐阜産業保健推進セン
ター

13-31,33-35<2001-2009>
岐阜県関係
雑誌

独立行政法
人 労働者
健康福祉機
構 岐阜産
業保健推進
センター

産業保健と看護 メディカ出版 7,8(1-2)<2015-2016>+

継続前誌:産業看護 =
The Japanese journal of
occupational health
nursing

産婦人科治療 [永井書店] 78-103<1999-2011>
産婦人科の実際 金原出版 45(9),46-64,65(1-3)<1996-2016>+

JJNスペシャル 医学書院
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください<>+

ジェネリック研究
日本ジェネリック医薬品
学会

1-8,9(1-2)<2007-2015>+ 10年

15 / 45 ページ



<和雑誌リスト>雑誌名の50音順に掲載されています。 2016/4/25現在

雑誌名 出 版 者
所蔵巻号
「+」記号がついているものは現在
も購入しています。

変遷注記 備考

インターネッ
トでご利用
になれる
ホームペー

保存期間

ジェロントロジー研究報告 日本火災福祉財団 1-5<1993-2000>
Gerontology new horizon ; ジェロントロ
ジー ; ニューホライズン

メディカルレビュー社 11-19,20(1)<1999-2008>

滋賀看護学術研究会誌 滋賀看護学術研究会 1-2,6(1)<1996-2002>
四国公衆衛生学会雑誌 50(1),54(1)<2005-2009>

思春期学 日本思春期学会 5-9,10(2-4),11-33,34(1)<1987-2016>+
継続前誌:思春期医学雑
誌 / 思春期医学研究会

思想 岩波書店 969-1104<2005-2016>+ 10年
肢体不自由教育 日本肢体不自由児協会 140-224<1999-2016>+
自治研究 第一法規 81-83,84(1-3)<2005-2008> 10年

月刊自治フォーラム
自治大学校・地方自治研
究資料センター

544-616<2005-2011>
継続前誌:自治研修 / 自
治大学校・地方自治研究
資料センター

10年

実践看護研究の未来 実践看護研究会 1-5<2003-2007>
児童心理 金子書房 48(13),50(11),51-69,70(1-8)<1994-

児童青年精神医学とその近接領域
日本児童青年精神医学
会

43-56,57(1)<2002-2016>+
継続前誌:児童精神医学
とその近接領域 / 日本
児童精神医学会

児童養護
全国社会福祉協議会養
護施設協議会

33-45,46(1-4)<2002-2016>+

死の臨床 日本死の臨床研究会 12(2),16,17(1),18-37,38(1-2)<1989-
死の臨床. 別冊 死の臨床研究会 6<1995-1995>

社会学評論 有斐閣 55-65,66(1-4)<2004-2016>+
科学技術振
興機構J-
STAGE

10年

社会事業史研究 社会事業研究会 1-49<1973-2016>+

社会政策
社会政策学会本部 ; ミネ
ルヴァ書房 (発売)

図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください。<>+

継続前誌:社会政策学会
誌 / 社会政策学会編

社会福祉学 日本社会福祉学会
6-7,22(1),28-
29,30(1),31(2),32,33(2),34-55,56(1-
4)<1965-2016>+

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
社会福祉学

社会福祉研究 鉄道弘済会社会福祉部 3-124<1968-2015>+
社会保険旬報 社会保障研究所 2230-2635<2005-2016>+ 10年

週刊社会保障 法研 59-69,70(2856-2870)<2005-2016>+
継続前誌:月刊社會保障
= Social security / 社會
保險法規研究會

10年

季刊社会保障研究
国立社会保障・人口問題
研究所, メディ・イシュ (発

40-50,51(1-4)<2004-2016>+ 10年
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周産期医学 東京医学社

9(10),10(6,7),11(1-2,4-11),13(1-4,8-
9,12),14(2,5-10,12),15(1-4,6-
9),16,17(1-11),18-19,20(1,3-
12),21,22(1-3,5,12),23-45,46(1-

周産期学シンポジウム メジカルビュー社 14,16-17,19,21-24,27-29<1996-2011>

授業研究21 明治図書出版 48(1-3)<2010>

継続前誌:授業研究 / 明
治図書出版
継続後誌：授業力&学級
統率力

5年

授業力&学級統率力 明治図書出版 48(4-12),49,50(1-4)<2010-2012> 継続前誌: 授業研究21 5年

受験ジャーナル 実務教育出版
36(1-12),37(1-12),38(1-4,6-10,12-
13),39(1-4,6-10,12-13),40(1-4,6-
10,12-13)<2010-2014>

5年

主任看護師 日総研出版 25(3-4)<2016-2016>+
継続前誌: 看護主任業務
: 特有の役割と責務。連
携・調整・進め方!

10年

主任&中堅+こころサポート 日総研出版 17(4-6),18-21<2008-2012>

継続前誌:主任&中堅 /
日本総合研究所医療看
護グループ [企画]
継続前誌:こころのマネジ
メント : やる気の専門家
を育てる情報誌
継続後誌:看護主任業務
: 特有の役割と責務。連
携・調整・進め方!

10年

ジュリスト 有斐閣 1282-1491<2005-2016>+
派生後誌:論究ジュリスト
: quarterly jurist

10年

障害者問題研究
全国障害者問題研究会
出版部

32-42,43(1-4)<2004-2016>+
継続前誌:季刊障害者問
題研究 / 障害者問題研
究編集委員会

10年

消化器外科nursing メディカ出版 2(1),3(11),8-20,21(1-4)<1997-2016>+

小児科診療 診断と治療社
51(11),52(1,11-12),53(1,5),65-78,79(1-
5)<1988-2016>+

継続前誌:兒科診療 =
Jika shinryo

小児科臨床 日本小児医事出版部 51-68,69(1-4)<1998-2016>+

小児がん看護
日本小児がん学会誌看
護編集委員会

1-9,10(1)<2006-2015>+

小児看護 へるす出版
1(1-6),2(1-3,5-8,10,12)3(2-4,7,12),4-
5,6(1-4,6-13),7,8(1-2,4-13),9-24,25(1-
13),26-38,39(1-4)<1978-2016>+

小児外科 東京医学社 31-47,48(1-3)<1999-2016>+
継続前誌:小児外科・内
科 / 東京医学社
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小児内科 東京医学社 31-47,48(1-4)<1999-2016>+
継続前誌:小児外科・内
科 / 東京医学社

小児保健あいち 愛知県小児保健協会 2-11<2004-2013>
小児保健研究 日本小児保健協会 38-74,75(1-2)<1979-2016>+

小児保健シリーズ 日本小児保健協会
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください<>+

静脈経腸栄養 ジェフコーポレーション
20(1-3),21-22,25-27,28(2-6),29(1,4-
5)<2005-2014>

継続前誌:日本静脈・経
腸栄養研究会誌 / 日本
静脈・経腸栄養研究会
[編]

科学技術振
興機構J-
stage_静脈
経腸栄養

食生活
全国地区衛生組識連合
会

99-105,106(1-4)<2005-2012>
継続前誌:国民食 / 国民
栄養協会

10年

食品衛生学雑誌 日本食品衛生学会 46-48<2005-2007>

科学技術振
興機構
ジャーナル
アーカイブ

10年

助産雑誌 医学書院 57-69,70(1-4)<2003-2016>+
継続前誌:助産婦雑誌 =
The Japanese journal for
midwife / 醫學書院 [編]

助産師 日本助産師会出版部 56-69,70(1)<2002-2016>+
継続前誌:助産婦 : 日本
助産婦会雑誌

助産婦 日本助産婦会 50(1,3-4),51-56<1996-2002>

継続前誌:保健と助産 =
Health and midwifery
継続後誌:助産師 : 日本
助産師会機関誌 : the
journal of Japanese
Midwives' Association

助産婦雑誌 医学書院

12(1-9,11-12),13(1-3,5-6,8-
12),9,15,16-17,18(1-11),19(3-7,9-
12),20,21(1-7,9-12),22-24,25(1-
12),26(1-7,9-12),27,28(1-12),29-

継続後誌:助産雑誌 =
The Japanese journal for
midwives / 医学書院

月刊女性情報
パド・ウィメンズ・オフィス
; 教育資料出版会 (発売)

286-360<2010-2016>+

継続前誌:月刊女性 / パ
ド・ウィメンズ・オフィス
継続後誌:女性情報 : 切
り抜き情報誌

5年

女性心身医学
日本女性心身医学研究
会

1(1),2(1),3(1),4(1),5-17,18(1)<1996-
2013>

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
女性心身医
学

シルバー新報 環境新聞社 1年保存<>+ 新聞架 1年
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人口動態統計月報(概数) 厚生統計協会
59(8-12),60-69,70(1-10)<2005-
2015>+

継続前誌:人口動態統計
月報 / 厚生省大臣官房
統計調査部

10年

人口問題研究 内閣印刷局 53-70,71(1-4)<1997-2015>+
国立社会保
障・人口問
題研究所

新時代の外来看護 日総研出版 17-18<2012-2013>
継続前誌:外来看護
継続後誌: 継続看護時代
の外来看護

10年

心身医学
日本心身医学会, 三輪書
店 (発売)

29(1-2,4-7),30(1-7),31,32(1-4,6-8),33-
55,56(1-4)<1989-2016>+

継続前誌:精神身体医学
/ 日本精神身体医学会

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
心身医学

心理学研究
日本心理学会, 日本出版
貿易 (発売)

69-85,86(1-6)<1998-2016>+

継続前誌:心理研究 / [心
理學研究會編輯]
継続前誌:日本心理学雑
誌 / 日本心理学会
吸収前誌:心理學論文集
: 日本心理學會大會報告
/ 日本心理學會編輯
派生後誌:日本心理学会
大会発表資料プリント集

科学技術振
興機構J-
STAGE

すくすく子育て 日本放送出版協会 33(10-12)<2010>
継続前誌:すくすくネット
ワーク

5年

スクリーン 近代映画社 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

健 日本学校保健研修社
25(11),33(10-11),35-44,45(1-2)<1997-
2016>+

ストレス科学 日本ストレス学会
7-9,10(1,3-4),11,13-21,23-24(1),25-
29,30(1-2)<1992-2015>+

継続前誌:ストレスと人間
科学 = Journal of stress
sciences / 日本ストレス
学会編

ストレスと人間科学 広英社 1-6<1986-1991>

継続後誌:ストレス科学 :
日本ストレス学会誌 =
The Japanese journal of
stress sciences / 日本ス
トレス学会編集委員会

Smart nurse メディカ出版 11-12<2009-2010>
継続前誌:ナースビーンズ
smart nurse = ナース
ビーンズスマートナース

10年

19 / 45 ページ



<和雑誌リスト>雑誌名の50音順に掲載されています。 2016/4/25現在

雑誌名 出 版 者
所蔵巻号
「+」記号がついているものは現在
も購入しています。

変遷注記 備考

インターネッ
トでご利用
になれる
ホームペー

保存期間

へるす出版生活教育 へるす出版 41-48<1997-2004>
継続前誌:保健同人生活
教育

(保健同人)生活教育
保健同人生活教育編集
室

24(10),28(3),29(4),30(3-
12),31(1,3),35(1),37(4-12),38-
41<1980-1997>

継続前誌:生活教育
継続後誌:へるす出版生
活教育 : magazine for
public health nurse

生活指導研究 日本生活指導学会 20-31<2003-2014>+ 10年
生活と福祉 社会福祉調査会 514-720<1999-2016>+
整形外科看護 メディカ出版 3,9-20,21(1-5)<1998-2016>+
精神医学 医学書院 39-57,58(1-3)<1997-2016>+

精神医学ソーシャル・ワーク
日本精神医学ソーシャ
ル・ワーカー協会

28-35<1991-1995>

継続後誌：精神保健福祉
: 日本精神保健福祉士協
会誌 = Japanese journal
of psychiatric social
work, JJPSW : psw / 日
本精神保健福祉士協会

精神医療. 第4次 批評社 37-82<2005-2016>+
継続前誌:精神医療 / 東
大精神科医師連合 [編]

10年

精神衛生研究
国立精神・神経センター
精神保健研究所

11-20,26-33<1964-1986>

吸収前誌:精神衛生資料
/ 国立精神衛生研究所
継続後誌:精神保健研究
/ 国立精神・神経セン
ター精神保健研究所 =
Journal of mental health
/ National Institute of
Mental Health, National
Center of Neurology and
Psychiatry
継続後誌:精神保健研究
所年報 / 国立精神・神経
センター[精神保健研究
所] = / National Institute
of Mental Health,
National Center of

精神衛生資料 1-2,16-25<1953-1981>
吸収後誌:精神衛生研究
/ 国立精神衛生研究所

精神科看護 精神看護出版
61-68;25-42,43(1-4)<1997-
1998;1998-2016>+

精神科看護学会論文集[CD-ROM] 精神看護出版 1-3<1958-2001>
カウンター・
司書室

精神科治療学 星和書店 17-30,31(1-3)<2002-2016>+
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精神看護 医学書院 1-18,19(1-2)<1998-2016>+

精神障害とリハビリテーション
日本精神障害者リハビリ
テーション学会

8-18,19(1-2)<2004-2015>+

精神神經學雜誌 日本精神神經學會
56(6),70(1-6),75-78,79(10-12),80-
81,83-86,87(1-3),108(3),114(10-
12),115(2)<1954-2013>

継続前誌:神經學雜誌

成人病と生活習慣病 東京医学社
32,33(1-3,5-12),34-45,46(1-3)<2002-
2016>+

継続前誌:臨床成人病 =
The journal of adult
diseases / 東京医学社
[編]

精神保健 九州精神保健学会 31<1986-1986>

精神保健研究
国立精神・神経センター
精神保健研究所

1-5,16<1987-2003>
継続前誌:精神衛生研究
/ 国立精神衛生研究所

独立行政法
人国立精
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
国立精神・神経センター
精神保健研究所

1-5,12-16<1987-2003>
継続前誌:精神衛生研究
/ 国立精神衛生研究所

精神療法 金剛出版 25-41,42(1-2)<1999-2016>+
継続前誌:季刊精神療法
/ 金剛出版

生体医工学 日本生体医工学会 40-45<2002-2007>

継続前誌:医用電子と生
体工学 : 日本ME学会雑
誌 = Japanese journal of
medical electronics and
biological engineering :
JJME / 日本ME学会編

科学技術振
興機構 J-
STAGE

生命倫理 日本生命倫理学会 22-23,24(1)<2012-2014>+
せいれい看護学会誌 せいれい看護学会 1-5,6(1-2)<2010-2016>+

聖路加看護学会誌 聖路加看護学会 1(1),2-18,19(1-2)<1997-2016>+

聖路加看護
大学図書館
SLCN
archive 聖
路加看護学
会誌

世界手術室看護婦会議口演集録
ジョンソン・エンド・ジョン
ソンメディカル

3-5<1983-1987>

Sexuality エイデル研究所 44-74<2010-2016>+
継続前誌:性と生の教育 :
human sexuality

5年

全国国保医学会会誌 [地域医療 特集
号][電子データ]

全国国民健康保険診療
施設協議会

41-43,46-54<2001-2014>+
カウンター・
司書室
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全国自治体病院協議会雑誌 全国自治体病院協議会
48(4-9,11-12),49-52,53(1-3,6-
12),54(1-7)<2009-2015>

変遷前誌: 全国自治体病
院協議会会報

全国地域保健師学術研究会講演集 日本公衆衛生協会 24,27<2002-2005>
継続前誌:全国地域保健
婦学術研究会講演集

全国地域保健婦学術研究会講演集
日本公衆衛生協会内全
国保健婦長会

19,22-23<2000-2002>
継続後誌:全国地域保健
師学術研究会講演集

綜合看護 現代社 2(2-6,8-12),3,5-47,48(1-4)<1967-
月刊総合ケア 医歯薬出版 15-17<2005-2007> 10年

総合健診 [日本総合健診医学会]
29(1-5),30(1,3-6),31-36,39(3-6),40-
42,43(1-2)<2002-2016>+

継続前誌:日本総合健診
医学会誌 = Japanese
journal of MHTS / 日本
総合健診医学会

科学技術振
興機構
ジャーナル
アーカイブ

総合リハビリテーション 医学書院 24-43,44(1-4)<1996-2016>+
綜合臨牀 永井書店 54-60<2005-2011> 10年
ソーシャルワーク研究 相川書房 24(4),25-40,41(1-4)<1999-2016>+
組織科学 白桃書房 37(4),41(3-4),42-48,49(1-3)<2004- 10年
そだちの科学 日本評論社 8-26<2007-2016>+

ターミナルケア 青海社
1(1-2,7),2(1,3,9-10),3(1-2,4-6),4-
14<1991-2004>

継続後誌:緩和ケア =
The Japanese journal of
hospice and palliative

ターミナルケア[CD-ROM] 青海社 (発売) 1-12<1991-2002>
カウンター・
司書室

体育の科学 杏林書院 55-65,66(1-4)<2005-2016>+ 10年

大学と学生 第一法規出版 484-565<2005-2011>
継続前誌:厚生補導 / 文
部省大学学術局学生課

10年

大学評価研究
大学基準協会大学評価・
研究部

9-11<2010-2012>+ 10年

[体力医学研究所]体力研究
明治安田厚生事業団体
力医学研究所

111-113<2013-2015>+

体力科学 日本体力医学会 54-56<2005-2007>
科学技術振
興機構 J-
STAGE

10年

ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

高山赤十字病院紀要 高山赤十字病院 17-38<1993-2014>+
岐阜県関係
雑誌

達人ナース 日総研出版 30-36,37(1-2)<2009-2016>+
継続前誌:ナースセミナー
= Nurse seminar

10年

たまごクラブ ベネッセコーポレーション 12(3-12),13-22,23(1-7)<2005-2016>+ 10年
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月刊地域医学 地域医療振興協会 19-29,30(1-3)<2005-2016>+

継続前誌:地域医学 / 自
治医科大学地域医学研
究会
継続前誌:地域医療振興
協会会報 / 地域医療振

10年

地域医療
全国国民健康保険診療
施設協議会

50-52,53(1-3)<2012-2016>+

地域救急災害医療研究
北陸救急災害医療機構
研究部

1(3),2(1),3(1),4-11<2002-2012>+

地域ケアリング 北隆館
1(1-10),2(1-12,14),3(1-2,5-14),4-
17,18(1-5)<1999-2016>+

地域福祉研究
日本生命済生会社会事
業局

27-40;1-3<1999-2012;2013-2015>+

継続前誌:地域福祉研究
紀要 : 地域福祉の諸問
題 / 日本生命済生会社
会事業局 [編]

地域保健 東京法規出版
4(1),15(2),17-19,20(2,7),21(4-6,8,10-
11),23(2,5-11),24(1-
6,9,11),25(3,10),26(2-3,6,9),27(3),28-

ちいさいなかま 草土文化
539,541-547,549-552,554,556-
562,564-567,569,571-575<2010-

5年

千葉看護学会会誌 千葉看護学会
1(1),2,3(1),4(2),5-20,21(1-2)<1996-
2016>+

千葉大学学
術成果リポ
ジトリ
CURATOR

千葉看護学会学術集会集録 千葉看護学会 4-7,15<1998-2009>
千葉県保健活動業務研究集録 千葉県衛生部保健予防 1-2<1998-1999>
痴呆介護 日総研出版 2-5,6(1)<2001-2005> 継続後誌:認知症介護
地方財政 地方財務協会 48-54,55(1-3)<2009-2016>+ 5年
地方自治 ぎょうせい 734-821<2009-2016>+ 5年
チャイルドヘルス 診断と治療社 8-18,19(1-4)<2005-2016>+ 10年

中部日本整形外科災害外科学会雑誌
中部日本整形外科災害
外科学会

53(1,3,5),54(2-3),55(4-6),56,57(2-
6),58(1)<2010-2015>

賃金と社会保障 労働旬報社 1241-1655<1999-2016>+
継続前誌:旬刊賃金と社
会保障 / 労働法律旬報

東海学校保健研究 東海学校保健学会 26-38,39(1)<2002-2015>+
継続前誌:東海学校保健
/ 東海学校保健学会

東海公衆衛生学会講演集 東海公衆衛生学会 41,50-55<1995-2009>

東海公衆衛
生学会（第
55回学術大
会-第57回
学術大会）
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東海公衆衛生雑誌 東海公衆衛生学会 1-2,3(1)<2013-2015>
東海公衆衛
生学会

東海産科婦人科学会雑誌 東海産科婦人科学会 47-49<2010-2012>
変遷前誌: 東海産科婦人
科学会誌

東海じゃらん リクルート 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

東海ストーマ・排泄リハビリテーション
研究会誌

東海ストーマ・排泄リハビ
リテーション研究会

29-35<2009-2015>

継続前誌:東海ストーマリ
ハビリテーション研究会
誌 = Proceedings of the
Research Society of
Tokai for Stoma
Rehabilitation / 東海ス
トーマリハビリテーション

東海ストーマリハビリテーション研究会
誌

東海ストーマリハビリ
テーション研究会

22.25,26,28<2002-2008>

継続前誌:ストーマリハビ
リテーション研究会誌 =
Proceedings of the
Research Society for
Stoma Rehabilitation / ス
トーマリハビリテーション
研究会
継続後誌:東海ストーマ・
排泄リハビリテーション研
究会誌 = Proceedings of
the Research Society of
Tokai for Stoma and
Continence
Rehabilitation / 東海ス
トーマ・排泄リハビリテー

東海中央病院研究業績集
公立学校共済組合東海
中央病院

17-18,20<2003-2006>
岐阜県関係
雑誌

東海北陸地区看護研究学会集録 日本看護協会 (主催) 17,19<2005-2007>
東海四県農村医学会雑誌 東海四県農村医学会 35-40<2009-2014>+

東京保健科学学会誌 東京保健科学学会 1(1),4-7<1998-2004>

継続後誌:日本保健科学
学会誌 = The journal of
Japan Academy of
Health Sciences

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
東京保健科
学学会誌

道徳教育 明治図書出版 45-55,56(1-5)<2005-2016>+ 継続前誌:道徳の時間 10年
糖尿病 日本糖尿病学会 38(5-12),39-57,58(1-6)<1995-2015>

糖尿病学の進歩 診断と治療社
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください。<>+

派生後誌:糖尿病の療養
指導 / 日本糖尿病学会
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糖尿病の療養指導 診断と治療社
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください。<>+

派生前誌:糖尿病学の進
歩 / 日本糖尿病学会

東邦看護学会誌 東邦看護学会 8-13<2011-2016>+

継続前誌:東邦大学看護
研究会誌 = Journal of
Toho University Nursing
Research Association /
東邦大学看護研究会
[編]
継続前誌:東邦大学医学

Tokai walker 角川書店 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

特別支援教育研究 東洋館出版者 584-704<2006-2016>+
継続前誌:発達の遅れと
教育 : 全日本特殊教育
研究連盟機関誌

月刊ナーシング 学習研究社 25-35,36(1-5)<2005-2016>+ 10年
ナーシングカレッジ 医学芸術社 9-14,15(1)<2005-2011> 10年

Nursing today 日本看護協会出版会
2(1-2,4-12),3,4(1-8),5(1-5,10-12),6(1-
12),7-11,12(1-14),13-28,29(1-
6)<1987-2014>

刊行頻度変更： 月刊（-
25巻）→隔月刊（26巻-）

Nursing business メディカ出版 1-9,10(1-4)<2007-2016>+ 10年
Nurse eye 桐書房 18-23,24(1)<2005-2011> 10年

ナースセミナー 日総研出版 27-29<2006-2008>

継続前誌:月刊ナース
データ / 日総研出版 [編
集]
継続後誌:達人ナース /

10年

Nurse senka 文化放送ブレーン
25-26,27(3),28(3,9),30(1-2,6,12),31(2-
5,7),32(1)<2005-2012>

10年

月刊ナースデータ (1990-2005) 日総研出版 26<2005>

継続前誌:ナースデータ =
Nurse data / 日総研出版
継続後誌:月刊ナースセミ
ナー

10年

ナースビーンズ メディカ出版 7-8<2005-2006>

継続前誌:Ns★mag : for
the best nursing & caring
: ナース・マグ
継続後誌:ナースビーンズ
smart nurse = ナース
ビーンズ スマートナース

10年

ナースビーンズ smart nurse メディカ出版 9-10<2007-2008>

継続前誌:ナースビーンズ
= Nurse beans
継続後誌:Smart nurse =
スマートナース

10年
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月刊ナースマネジャー 日総研出版

7(1-12),8(1-12),9(1-12),10(1-13),11(1-
12),12,13(1-12),14(1-12),15(1-
12),16(1-12),17(1-12),18(1)<2005-
2016>+

継続前誌:看護部門 / 日
本総合研究所医療看護
グループ [企画]
継続前誌:ヘッドナース =
Head nurse / 日総研出
版 [編集] /15巻10号より
「看護師長の実践!ナース
マネジャー」にタイトルロ

10年

内科 南江堂 95-116,117(1-4)<2005-2016>+ 10年

Number 文藝春秋 １年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

難病と在宅ケア 日本プランニングセン 7(10-12),8-21,22(1)<2002-2016>+

新潟青陵学会誌 新潟青陵学会 1-7,8(1-2)<2009-2015>+
新潟青陵学
会 新潟青
陵学会誌

日経エンタテインメント 日経マグロウヒル社 1年保存<>+
1巻1号 (1997.3) より月刊
誌として復刊

教養・娯楽
雑誌

1年

日経PC21
日経BP社 ; 日経BP出版
センター (発売)

1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

日経ヘルスケア 日経BP社 183-266<2005-2011>
継続前誌:日経ヘルスケ
ア = Nikkei healthcare

10年

日経メディカル 日経BP社 34-40,41(1-3)<2005-2012> 10年

日赤医学 日本赤十字社医学会 59(2)<2009-2009>
継続前誌:博愛醫學 / 大
阪赤十字病院研究科

日本POS医療学会雑誌 日本POS医療学会 1-12<1995-2007>
日本医学看護学教育学会誌 日本医学看護学教育学 13-14,16-17<2004-2008>

日本医師会雑誌 [日本医師会] 133-143,144(1-12)<2005-2016>+
継続前誌:醫政 / 日本醫
師會出版部

10年

日本医事新報 日本医事新報社 4210-4575<2005-2011> 吸収前誌:週刊醫事衛生 10年

日本遺伝看護学会誌 日本遺伝看護学会 4-8,9(1),10-13,14(1)<2006-2015>+

継続前誌:日本遺伝看護
研究会誌 = Journal of
Genetic Nursing
Committee in Japan / 日
本遺伝看護研究会 [編]

日本遺伝看護研究会誌 日本遺伝看護研究会 1-3<2003-2005>

継続後誌:日本遺伝看護
学会誌 = Journal of
Japanese Society of
Genetic Nursing / 日本
遺伝看護学会 [編]
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日本医療情報学会看護学術大会論文
集

日本医療情報学会看護
部会

8-16<2007-2015>+

継続前誌:看護情報研究
会論文集 : JAMI-NS /
日本医療情報学会看護
部会 [編]

日本医療情報学会看護情報システム
研究会講演集

日本医療情報学会看護
情報システム研究会幹

14-15<1998-1999>

日本医療・病院管理学会誌 日本医療・病院管理学会 45-52,53(1)<2008-2016>+
継続前誌:病院管理 / 日
本病院管理学会 [編]

科学技術振
興機構J-
STAGE

日本医療マネジメント学会雑誌
日本医療マネジメント学
会

4(1),5(1),7(1),10(4),11(1),13(1-3),14-
15,16(1)<2003-2015>

継続前誌:医療マネジメン
ト学会雑誌 = The journal
of Japan Society for
Health Care Management
/ Japan Society for
Health Care Management

日本運動器看護学会誌 日本運動器看護学会 7-10<2012-2015>+

継続前誌：日本整形外科
看護研究会誌 = Journal
of Japanese Association
of Orthopaedic Nurses /
日本整形外科看護研究

日本エイズ学会誌 日本エイズ学会 1-9(1)<1999-2007>
日本エイズ
学会

日本衛生学雑誌 日本衛生学会 53-70,71(1)<1998-2016>+

継続前誌:國民衛生 / 日
本豫防醫學會
継続前誌:衞生學傳染病
學雜誌 / 日本衞生學會
[編]
派生後誌:國民衛生 / 日

科学技術振
興機構J-
STAGE

日本オストミー協会岐阜県支部（岐阜
健和会）会報

日本オストミー協会岐阜
県支部

58-108,110-118<2003-2012>+
岐阜県関係
雑誌

日本外来小児科学会年次集会プログ
ラム・抄録集

[日本外来小児科学会事
務局]

17-20,22<2007-2012>

日本家族看護学会学術集会講演集 日本家族看護学会 17-18<2010-2011>
日本がん看護学会誌 日本がん看護学会 10(1),11(1),12-28,29(1-3)<1996-

日本環境感染学会誌 日本環境感染学会 23-30,31(1-2)<2008-2016>+ 継続前誌：環境感染
科学技術振
興機構J-
STAGE

日本看護医療学会雑誌 日本看護医療学会 1(1),2-4,6-13,14(1-2)<1999-2012>

日本看護科学会誌 日本看護科学学会 1,2(1),3-34<1981-2014>+
科学技術振
興機構J-
STAGE
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日本看護科学学会学術集会講演集
日本看護科学学会学術
集会

18-35<1998-2015>+

日本看護学教育学会誌 日本看護学教育学会
1(1),2(1-2),3(1-2),4(1-2),5(1-2),6-
24,25(1-3)<1991-2016>+

日本看護学会誌 日本看護協会 1-16<1991-2006>

日本看護学会集録. 看護管理 日本看護協会出版会 12,15-28<1981-1997>

継続前誌:日本看護学会
集録. 看護管理分科会 /
日本看護協会
継続後誌:日本看護学会
論文集. 看護管理 / 日本
看護協会 [編集]

日本看護学会集録. 看護教育 日本看護協会出版会 12-28<1981-1997>

継続前誌:日本看護学会
集録. 看護教育分科会 /
日本看護協会
継続後誌:日本看護学会
論文集. 看護教育 / 日本
看護協会 [編集]

日本看護学会集録. 看護教育分科会 日本看護協会出版会 11<1980-1980>

継続前誌:日本看護学会
集録. 教育管理分科会
継続後誌:日本看護学会
集録. 看護教育 / 日本看
護協会 [編]

日本看護学会集録. 看護総合 日本看護協会出版会 12(2),14-28<1981-1997>

継続前誌:日本看護学会
集録. 看護総合分科会 /
日本看護協会
継続後誌:日本看護学会
論文集. 看護総合 / 日本
看護協会 [編集]

日本看護学会集録. 看護総合分科会 日本看護協会出版会 11<1980-1980>

継続前誌:日本看護学会
集録 / 日本看護協会
[編集]
継続後誌:日本看護学会
集録. 看護総合 / 日本看

日本看護学会集録. 教育管理分科会 日本看護協会出版会 5-7,10<1974-1979>

継続前誌:日本看護学会
集録 / 日本看護協会
[編集]
継続後誌:日本看護学会
集録. 看護教育分科会 /
日本看護協会
継続後誌:日本看護学会
集録. 看護管理分科会 /
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日本看護学会集録. 小児看護 日本看護協会出版会 12,14-28<1981-1997>

継続前誌:日本看護学会
集録. 小児看護分科会 /
日本看護協会
継続後誌:日本看護学会
論文集. 小児看護 / 日本
看護協会 [編集]

日本看護学会集録. 成人看護 日本看護協会出版会 12-28<1981-1997>

継続前誌:日本看護学会
集録. 成人看護分科会 /
日本看護協会
継続後誌:日本看護学会
論文集. 成人看護 / 日本
看護協会 [編集]
派生後誌日本看護学会
集録. 老人看護 / 日本看
護協会 [編]

日本看護学会集録. 成人看護分科会 日本看護協会出版会 5,7-11<1974-1980>

継続前誌:日本看護学会
分科会集録. 成人内科・
成人外科・母性小児 / 日
本看護協会看護婦部会
編
継続後誌:日本看護学会
集録. 成人看護 / 日本看

日本看護学会集録. 地域看護 日本看護協会出版会 12-28<1981-1997>

継続前誌:日本看護学会
集録. 地域看護分科会 /
日本看護協会
継続後誌:日本看護学会
論文集. 地域看護 / 日本
看護協会 [編集]

日本看護学会集録. 地域看護分科会 日本看護協会出版会 7-8,11<1976-1980>

継続前誌:日本看護学会
集録 / 日本看護協会
[編集]
継続後誌:日本看護学会
集録. 地域看護 / 日本看

日本看護学会集録. 母性看護 日本看護協会出版会 12-20,22-28<1981-1997>

継続前誌:日本看護学会
集録. 母性看護分科会 /
日本看護協会
継続後誌:日本看護学会
論文集. 母性看護 / 日本
看護協会 [編集]
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日本看護学会集録. 母性看護分科会 日本看護協会出版会 11<1980-1980>

継続前誌:日本看護学会
集録. 母性・小児看護分
科会
継続後誌:日本看護学会
集録. 母性看護 / 日本看

日本看護学会集録. 母性・小児看護分
科会

日本看護協会出版会 8-10<1977-1979>

継続前誌:日本看護学会
集録. 母性小児分科会
継続後誌:日本看護学会
集録. 小児看護分科会 /
日本看護協会
継続後誌:日本看護学会
集録. 母性看護分科会 /
日本看護協会

日本看護学会集録. 母性小児分科会 日本看護協会出版会 5-7<1974-1976>

継続前誌:日本看護学会
分科会集録. 成人内科・
成人外科・母性小児 / 日
本看護協会看護婦部会
編
継続後誌:日本看護学会

日本看護学会集録. 老人看護 日本看護協会出版会 20-28<1989-1997>

継続前誌:日本看護学会
集録 / 日本看護協会
[編集]
派生前誌:日本看護学会
集録. 成人看護 / 日本看
護協会 [編]
継続後誌:日本看護学会
論文集. 老人看護 / 日本

日本看護学会抄録集. 看護管理 日本看護協会 39,42-44<2008-2013>
日本看護学会抄録集. 看護教育 日本看護協会 38-39,41-44<2007-2013>
日本看護学会抄録集. 看護総合 日本看護協会 42-44<2011-2013>
日本看護学会抄録集. 小児看護 日本看護協会 39,42-44<2008-2013>
日本看護学会抄録集. 精神看護 日本看護協会 42-44<2011-2013>
日本看護学会抄録集. 成人看護 日本看護協会 38(1),42-43(1),44<2007-2013>
日本看護学会抄録集. 地域看護 日本看護協会 40-44<2009-2013>
日本看護学会抄録集. 母性看護 日本看護協会 41-44<2010-2013>
日本看護学会抄録集. 老年看護 日本看護協会 42-44<2011-2013>

日本看護学会論文集. 看護管理 日本看護協会出版会 29-41<1998-2010>
継続前誌:日本看護学会
集録. 看護管理 / 日本看
護協会 [編]
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日本看護学会論文集. 看護教育 日本看護協会出版会 29-41<1998-2010>
継続前誌:日本看護学会
集録. 看護教育 / 日本看
護協会 [編]

日本看護学会論文集. 看護総合 日本看護協会出版会 29-41<1998-2010>
継続前誌:日本看護学会
集録. 看護総合 / 日本看
護協会 [編]

日本看護学会論文集. 小児看護 日本看護協会出版会 29-41<1998-2010>
継続前誌:日本看護学会
集録. 小児看護 / 日本看
護協会

日本看護学会論文集. 成人看護 日本看護協会出版会 29-41<1998-2010>
継続前誌:日本看護学会
集録. 成人看護 / 日本看
護協会 [編]

日本看護学会論文集. 精神看護 日本看護協会出版会 35-41<2004-2010>

日本看護学会論文集. 地域看護 日本看護協会出版会 29-41<1998-2010>
継続前誌:日本看護学会
集録. 地域看護 / 日本看
護協会 [編]

日本看護学会論文集. 母性看護 日本看護協会出版会 29-41<1998-2010>
継続前誌:日本看護学会
集録. 母性看護 / 日本看
護協会 [編]

日本看護学会論文集. 老人看護 日本看護協会出版会 29-32<1998-2001>

継続前誌:日本看護学会
集録. 老人看護 / 日本看
護協会 [編]
継続後誌:日本看護学会
論文集. 老年看護 / 日本
看護協会 [編集]

日本看護学会論文集. 老年看護 日本看護協会出版会 33-41<2002-2010>
継続前誌:日本看護学会
論文集. 老人看護 / 日本
看護協会 [編集]

日本看護管理学会誌 日本看護管理学会 1,2(2),3-18,19(1-2)<1997-2015>+
日本看護管理学会年次大会講演抄録
集

[日本看護管理学会年次
大会事務局]

9-10,12,14-15<2005-2011>

日本看護技術学会学術集会講演抄録
集

[日本看護技術学会学術
集会]

1-6,8-12<2002-2013>

日本看護技術学会誌 日本看護協会出版会 1-9,10(3),11-13,14(1)<2002-2015>+

日本看護協会調査研究報告 日本看護協会
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください<>+

継続前誌:日本看護協会
調査研究 : 報告 / 日本
看護協会 [編]

日本看護研究学会雑誌 日本看護研究学会 11(1-4),12-35,36(1-5)<1988-2013>
継続前誌:四大学看護学
研究会雑誌 / 四大学看
護学研究会
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日本看護研究学会雑誌 [CD-ROM版] 日本看護研究学会 37<2014-2014>
37巻1号 (2014)以降の
ISSN:21883599

日本看護研
究学会 論
文検索

日本看護評価学会誌 日本看護評価学会 1(1)<2011-2011>

日本看護福祉学会誌 日本看護福祉学会 11-20,21(1-2)<2005-2016>+

継続前誌: 看護・福祉研
究会全国研究大会誌
（JP/MARCによる変遷注
記）

日本看護歴史学会誌 日本看護歴史学会 1-28<1988-2015>+
日本冠疾患学会雑誌 日本冠疾患学会 8(1)<2002-2002>

日本救急医学会関東地方会雑誌
[日本救急医学会関東地
方会]

26<2005-2005>

並列タイトル追加: Kanto
journal of Japanese
Association for Acute
Medicine

日本救急医学会雑誌 日本救急医学会 8(9-12),9-26<1997-2015>
科学技術振
興機構J-
STAGE

日本救急看護学会雑誌 日本救急看護学会
1(2),2-4,5(2),6-9,10(3),11-
17,18(1)<1999-2016>+

日本教育学会大会プログラム [日本教育学会] 64-67<2005-2008> 10年

日本クリティカルケア看護学会誌
日本クリティカルケア看
護学会 ; 日本看護協会
出版会 (発売)

1-6,8-9,10(1)<2005-2014>

科学技術振
興機構J-
STAGE（抄
録のみ閲覧

日本クリニカルパス学会誌 日本クリニカルパス学会
3(1),4(1),5(2),6(2),7(1),8(3-4),9(3-
4),10-11,12(4),13(1-3),14-

日本健康医学会雑誌 日本健康医学会 13(4),14(2-4),15,16(2,4),17(4)<2005-

日本健康教育学会誌 日本健康教育学会
1-5,6(1),7-16,17(2-4),18-
21,23,24(1)<1993-2016>+

科学技術振
興機構
ジャーナル
アーカイブ

日本健康相談活動学会学術集会抄録 日本健康相談活動学会 8<2012-2012>
日本健康相談活動学会誌 日本健康相談活動学会 1-10,11(1)<2006-2016>+

日本公衆衛生学会総会抄録集 日本公衆衛生学会 52-63,66-69,72-74<1993-2015>
継続前誌:日本公衆衛生
学会総会講演集 / 日本
公衆衛生学会 [編]

日本公衆衛生看護教育研究会誌
日本公衆衛生看護教育
研究会

1-8<1991-1998>

日本公衆衛生雑誌 日本公衆衛生学会 37-62,63(1-3)<1990-2016>+
日本公衆衛
生学会

日本更年期医学会雑誌 日本更年期医学会 4(1-2),5-13,14(1),15(1)<1996-2007>
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日本呼吸管理学会誌 日本呼吸管理学会 15(4),16(1)<2006-2006>

継続後誌:日本呼吸ケア・
リハビリテーション学会誌
= The journal of the
Japan Society for
Respiratory Care and

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
誌

日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会

16(2),17-24,25(1-3)<2006-2015>+
継続前誌:日本呼吸管理
学会誌 / 日本呼吸管理
学会 [編]

日本災害看護学会誌 日本災害看護学会 1(1),2-16,17(1-2)<1999-2015>+

日本在宅ケア学会誌
日本在宅ケア学会, ワー
ルドプランニング (発売)

2(2),3(1),4(1,3),5(1,3),6-18,19(1-
2)<1999-2016>+

日本児童青年精神医学会総会抄録集
日本児童青年精神医学
会

43-54<2002-2013>
継続前誌:日本児童精神
医学会総会

日本周産期・新生児医学会雑誌
日本周産期・新生児医学
会

43(1-2),45-46,47(1,3-4),48-50<2007-
2015>

継続前誌:日本新生児学
会雑誌 / 日本新生児学

日本集団災害医学会誌 日本集団災害医学会 15(1-2)<2010-2010>

継続前誌:日本集団災害
医療研究会誌 =
Japanese Journal of
Disaster Medicine / 日本
集団災害医療研究会

日本集中治療医学会雑誌 日本集中治療医学会 11-18,19(2-4),20(1-2,4)<2004-2013>
科学技術振
興機構J-
STAGE

日本手術看護学会誌 日本手術看護学会 1-10,11(1-2)<2005-2015>+

日本手術看護学会発表集録集 日本手術看護学会 17-18<2003-2004>
継続前誌 :日本手術室看
護学会研究発表集録 /
日本手術室看護研究会

日本循環器看護学会学術集会プログ
ラム・抄録集

日本循環器看護学会学
術集会事務局

4<2007-2007>

日本循環器看護学会誌 看護の科学社 1-5,8-10,11(1-2)<2005-2016>+

日本小児科学会雑誌 日本小児科学会 106-119,120(1-3)<2002-2016>+
継続前誌:兒科雜誌 / 處
和會

日本小児看護学会学術集会講演集
日本小児看護学会学術
集会

11-14,16,18-22<2001-2012>

日本小児看護学会誌 日本小児看護学会 8-24,25(1)<1999-2016>+
継続前誌:日本小児看護
研究学会誌

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
日本小児看
護学会誌
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日本小児看護研究学会誌 日本小児看護研究学会 1-7<1992-1998>

継続後誌:日本小児看護
学会誌 = Journal of
Japanese Society of
Child Health Nursing / 日
本小児看護学会 [編]

日本小児外科学会雑誌 日本小児外科学会 38-51,52(1)<2002-2016>+

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
日本小児外
科学会雑誌
（定額アクセ
ス）

日本小児保健学会講演集 [日本小児保健学会] 49,53-56<2002-2009>
日本小児保健協会学術集会講演集 [日本小児保健協会] 58<2011-2011>

日本職業・災害医学会会誌 日本職業・災害医学会 50-63,64(1-2)<2002-2016>+

継続前誌:日本災害医学
会会誌 = The journal of
Japan Accident Medical
Association / 日本災害
医学会 [編]

日本職業・
災害医学会
ホームペー
ジ

日本褥瘡学会誌
日本褥瘡学会編集委員
会

2(2),3(2-3),4(2-3),5-17,18(1)<2000-
2016>+

日本助産学会誌 日本助産学会
1(1),2-7,8(1),9,10(1),11-28,29(1-
3)<1987-2016>+

科学技術振
興機構J-
STAGE

日本新生児看護学会学術集会講演集 北里大学看護部 17-19<2007-2009>
継続前誌:日本新生児看
護研究会プログラム・抄

日本新生児看護学会誌 日本新生児看護学会
10(2),11,13(2-3),14-21,22(1)<2004-
2016>+

継続前誌:日本新生児看
護研究会誌 / 日本新生
児看護研究会 [編] =
Jornal[Journal] of Japan
Society for
Neonatai[Neonatal]
Nursing / Japan Society
for Neonatal Nursing

広島大学学
術情報リポ
ジトリHiR 日
本新生児看
護学会誌

日本腎不全看護学会誌 医学書院 1,8-16,17(1-2)<1999-2015>+

日本ストーマ・排泄リハビリテーション
学会誌

[日本ストーマ・排泄リハ
ビリテーション学会]

23-31,32(1)<2007-2016>+

継続前誌:日本ストーマリ
ハビリテーション学会誌 =
Journal of Japanese
Society of Stoma
Rehabilitation
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日本ストーマリハビリテーション学会誌
日本ストーマリハビリ
テーション学会

14-22<1998-2006>

継続前誌:日本ストーマリ
ハビリテーション研究会
誌 = Journal of Japanese
Society of Stoma
Rehabilitation / 日本ス
トーマリハビリテーション
研究会
継続後誌：日本ストーマ・
排泄リハビリテーション学
会誌 = Journal of
Japanese Society of
Stoma and Continence
Rehabilitation / 日本ス

日本整形外科看護研究会誌
日本整形外科看護研究
会

1-4<2006-2009>

継続後誌：日本運動器看
護学会誌 = Journal of
Japanese Society for
Musculoskeletal Nursing
/ 日本運動器看護学会

日本生殖看護学会誌 日本生殖看護学会 4-7,9-11,12(1)<2007-2015>+

継続前誌:日本不妊看護
学会誌 / 日本不妊看護
学会 [編] = Journal of
Japanese Society of
Infertility Nursing /
Japanese Society of
Infertility Nursing

日本精神科看護学術集会誌
日本精神科看護技術協
会

55-57,58(1-3)<2012-2015>+

継続前誌:日本精神科看
護学会誌 / 日本精神科
看護技術協会 [編] = /
the Japanese Psychiatric
Nursing Association

日本精神科看護学会誌
日本精神科看護技術協
会

35(17),44-54<1992-2011>

継続前誌:日本精神科看
護学会学会誌 / 日本精
神科看護技術協会 [編
集]
継続後誌:日本精神科看
護学術集会誌 / 日本精
神科看護技術協会 [編]
= / Japanese Psychiatric

日本精神保健看護学会学術集会プロ
グラム・抄録集

[日本精神保健看護学
会]

4,6<1994-1996>
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日本精神保健看護学会誌 日本精神保健看護学会 2-4,7-23,24(1-2)<1993-2015>+

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
日本精神保
健看護学会
誌

日本赤十字看護学会誌 日本赤十字看護学会 1-14,15(1)<2001-2015>+

日本赤十字
看護学会誌
オンライン
ジャーナル

日本世代間交流学会誌 [日本世代間交流学会] 1-4,5(1)<2011-2015>+ 10年
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
雑誌

日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会

12(1),17-18<2008-2014>

日本創傷・オストミー・失禁ケア研究会
誌

日本ET協会学術委員会 4-6,7(2)<2000-2003>

継続前誌:日本ET協会学
術雑誌 / 日本ET協会
[編集] = / Japanese
Association of
Enterostomal Therapy

日本地域看護学会学術集会講演集
日本地域看護学会学術
集会事務局

1-13,15<1998-2010>

日本地域看護学会誌 医学書院 1-17,18(1-3)<1996-2015>+
日本適応看護理論研究会学術論文集 日本適応看護理論研究 9,10(1)<2013-2014>

日本透析医学会雑誌 日本透析医学会 31-48,49(1-3)<1998-2016>+

継続前誌:日本透析療法
学会雑誌 = Journal of
Japanese Society for
Dialysis Therapy / 日本
透析療法学会

科学技術振
興機構J-
STAGE

日本糖尿病教育・看護学会誌
日本糖尿病教育・看護学
会 ; 医学書院 (発売)

1-18,19(1-2)<1997-2015>+

日本糖尿病教育・看護学会誌. 特別号
日本糖尿病教育・看護学
会学術集会事務局

1,5,7-13,15-16,18<1997-2014>

日本難病看護学会誌 日本難病看護学会 7(1),8-19,20(1-3)<2003-2016>+

日本認知症ケア学会誌
日本認知症ケア学会 ;
ワールドプランニング (発
売)

5-13,14(1-4)<2006-2016>+

継続前誌:日本痴呆ケア
学会誌 = Journal of
Japanese Society for
Dementia Care / 日本痴
呆ケア学会 [編]

日本農村医学会雑誌 日本農村医学会
29(1,6),31(5-6),32(5),47-63,64(1-
5)<1980-2016>+

科学技術振
興機構J-
STAGE

日本の科学者 日本科学者会議 41(1,3-12),42-50,51(1-4)<2006- 10年
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日本の児童福祉
全国児童養護問題研究
会

12-22<1997-2007>

継続前誌:日本の児童問
題 / 全国養護問題研究
会 [編]
継続後誌:子どもと福祉 /
『子どもと福祉』編集委員
会編集

日本の児童問題 日本高速印刷 1-11<1986-1996>

継続前誌:日本の養護 :
福祉と教育の統一をめざ
して / 全国養護問題研
究会
継続後誌:日本の児童福
祉 / 全国養護問題研究

日本の地域福祉 日本地域福祉学会 12-28<1999-2015>+
日本ハイパーサーミア学会誌 日本ハイパーサーミア学 19(4)<2003-2003> J-STAGE

日本発達心理学会大会発表論文集
日本発達心理学会大会
準備委員会

17<2006> 10年

日本病院会雑誌 [日本病院会]

48(12),52(2),53(7,10-12),54(3),56(1-
3,12),57(1-2,4,7,9,11-12),58(1-2,4-
8,10-12),59(3,5-8,10-12),60(1-2,4-
5,7-12),61(1-2,4-5,7-12),62(1-

吸収前誌:病院学 / 日本
病院会
継続前誌:日本病院協会
雑誌 / 日本病院協会

日本病院・地域精神医学会総会プログ
ラム

日本病院・地域精神医学
会総会事務局

55<2012-2012>+

継続前誌：日本病院・地
域精神医学会総会プログ
ラム・抄録集 / 日本病
院・地域精神医学会, 日
本病院・地域精神医学会
総会運営委員会 [編]

日本病院・地域精神医学会総会プログ
ラム・抄録集

日本病院・地域精神医学
会

39,52-53,55<1996-2012>

継続前誌:病院・地域精
神医学会総会抄録集 /
病院・地域精神医学会総
会運営委員会 [編]

日本病跡学雑誌 毎日学術フォーラム 71-88<2006-2014>
継続前誌:病跡学 : 抄録
集 / 病跡学懇話会 [編]

日本病態栄養学会誌 日本病態栄養学会事務 3(2),4-6,7(2-4),14(1)<2000-2011>

日本不妊看護学会誌 日本不妊看護学会 1-3<2004-2006>

継続後誌:日本生殖看護
学会誌 / 日本生殖看護
学会 [編] = Journal of
Japanese Society of
Fertility Nursing /
Japanese Society of
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日本プライマリ・ケア連合学会誌
日本プライマリ・ケア連合
学会

33-38,39(1)<2010-2016>+

継続前誌:家庭医療 =
The Japanese journal of
family practice / 家庭医
療学研究会 [編]
継続前誌:プライマリ・ケ
ア = Japanese journal of
primary care / 日本プラ
イマリ・ケア学会
継続前誌:総合診療医学
/ Japanese Society of
General Medicine

日本ペインクリニック学会誌 日本ペインクリニック学 11-14,17,18(3-4),19(4)<2004-2012>

日本保健医療行動科学会雑誌 メヂカルフレンド社
「日本保健医療行動科学会」として所
蔵されています。<>

日本保健医療行動科学会年報 メヂカルフレンド社
「日本保健医療行動科学会」として所
蔵されています。<>

日本保健医療行動科学会年報[CD-
ROM]

日本保健医療行動科学
会

1-15<1986-2000>
カウンター・
司書室

日本保健医療行動科学会
日本保健医療行動科学
会

2-29,30(1-2)<1987-2016>+

本タイトルの軽微な変化:
日本保健医療行動科学
会 (Vol. 1 (1986))→日本
保健医療行動科学会年
報 (Vol. 2 (1987)-v. 27
(2012))→日本保健医療
行動科学会雑誌 (28巻1

日本保健科学学会誌 日本保健科学学会 7-17,18(1-4)<2004-2016>+

継続前誌:東京保健科学
学会誌 = The journal of
Tokyo Academy of
Health Sciences

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
日本保健科
学学会誌

日本保健福祉学会誌 日本保健福祉学会 3-6,7(1)<1996-2000>
日本母子看護学会誌 日本母子看護学会 1-4,6-8,9(1-2)<2007-2016>+
日本母性看護学会誌 日本母性看護学会 1-15,16(1)<2000-2016>+
日本母乳哺育学会雑誌 日本母乳哺育学会 1-4,5(1),6-8,9(1-2)<2007-2015>+
日本慢性看護学会誌 日本慢性看護学会 1-8,9(1-2)<2007-2015>+
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日本未熟児新生児学会雑誌 日本未熟児新生児学会
14(1),15(1-2),16(1-2),20(2),23(2-
3),24(2-3),25-26<2002-2014>

継続前誌:未熟児新生児
学会雑誌 / 未熟児新生
児学会 [編] = Journal of
Japan Society for
Premature and Newborn
Medicine / Japan
Society for Premature

日本養護教諭教育学会誌
日本養護教諭教育学会
誌編集委員会

3(1),5-18,19(1-2)<2000-2015>+

日本リハビリテーション看護学術大会
集録

日本リハビリテーション看
護学会

14-26<2002-2014>

継続前誌:日本リハビリ
テーション看護学会集録
/ 日本リハビリテーション
看護学会実行委員会

日本リハビリテーション看護学会誌
日本リハビリテーション看
護学会

1-4,5(1)<2011-2015>+

日本リハビリテーション看護学会集録
日本リハビリテーション看
護学会

2-13<1990-2001>

継続前誌:日本リハビリ
テーション看護研究会集
録 / 日本リハビリテー
ション看護研究会 [編]
継続後誌:日本リハビリ
テーション看護学術大会
集録 / 日本リハビリテー
ション看護学会 [主催]

日本ルーラルナーシング学会誌
日本ルーラルナーシング
学会事務局

1-10<2006-2015>+

日本老年医学会雑誌 日本老年医学会 34-52,53(1)<1997-2016>+
吸収前誌:日本老年医学
会討議記録 / 金原出版

科学技術振
興機構J-
STAGE

日本老年看護学会学術集会抄録集
日本老年看護学会学術
集会

1-7,9-17<1996-2012>

日本ロービジョン学会誌 日本眼科紀要会 1-15<2001-2015>+
Newsletter 家族性腫瘍研究会 11<2000-2000>

Newton ニュートンプレス 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

乳房文化研究会講演録 乳房文化研究会 2002-2006,2008,2010-2012<2002-
人間看護 人間と看護を考える会 8,10-12<1976-1979>

人間工学 日本人間工学会 41-49,50(1-6)<2005-2014>
科学技術振
興機構J-
STAGE

10年

人間性心理学研究 日本人間性心理学会 18(2),19-32,33(1-2)<2000-2015>+
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認知症介護 日総研出版
6-10,11(2-4),13-16,17(1)<2005-
2016>+

継続前誌:痴呆介護 / 日
総研グループ編

認知症ケア事例ジャーナル
日本認知症ケア学会 ;
ワールドプランニング (発
売)

1-7,8(1-3)<2008-2015>+

Neonatal care メディカ出版 12-28,29(1-4)<1999-2016>+

継続前誌:NICU : the
Japanese journal of
neonatal care = 新生児
医療看護専門誌

脳神経外科速報 メディカ出版 15-24<2005-2014> 10年

Nonno 集英社 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

Heart nursing メディカ出版
10(1-4,6-12),11-20,21(1-3,5-12),22(1-
3,5-12),23-28,29(1-4)<1997-2016>+

ハートライン 第一法規 79-80<2010> 5年

羽島市民病院紀要 羽島市民病院 1-20<1992-2013>
岐阜県関係
雑誌

羽島新報 羽島新報社 1年保存<>+ 新聞架 1年
発達 ミネルヴァ書房 18-35,36(141-145)<1997-2016>+
発達障害研究 日本発達障害学会 23-36,37(1-4)<2001-2015>+

発達心理学研究 日本発達心理学会 10-26,267(1)<1999-2016>+

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
発達心理学
研究

働く人の安全と健康 中央労働災害防止協会 51-56<2000-2005>

継続前誌:労働衛生 / 全
国労働衛生協会
継続前誌:安全 / 全日本
産業安全連合會 [編]
継続後誌:安全と健康 =
Industrial safety & health

Hands-on じほう 1-4<2006-2009> 10年

Be!
アルコール問題全国市
民協会 ; アスク・ヒューマ
ン・ケア (発売)

26-31,32(1)<2010-2016>+

継続前誌:アルコール・シ
ンドローム = Alcohol
syndrome / アルコール
問題全国市民協会 [編]

5年

ビトウィーン 進研アド 233-234<2010> 5年
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泌尿器ケア メディカ出版 10-20<2005-2015>

継続前誌:Urological
nursing = ウロ・ナーシン
グ : 泌尿器科領域の看
護専門誌
継続後誌: Uro-Lo : 泌尿
器care&cure : みえる・わ
かる・ふかくなる

響き合う街で やどかり出版 44-76<2008-2016>+
継続前誌: 精神障害と社
会復帰 <AN00297235>

5年

病院 医学書院

41(9-12),42(7,10),43(1-
4,6)44(9),45(9),48(1,6,9-
12),49(4),50(1,4,8-12),51(10),52(6),55-
74,75(1-4)<1982-2016>+

病院管理 日本病院管理学会 33-43,44(1-4)<1996-2007>

継続後誌:日本医療・病
院管理学会誌 = Journal
of the Japan Society for
Healthcare administration
/ 日本医療・病院管理学
会 [編]

心的トラウマ研究
兵庫県こころのケアセン
ター

1-10<2005-2014>+

ひよこクラブ ネッセコーポレーション 12(3-12),13-22,23(1-7)<2005-2016>+ 10年

月刊福祉 全国社会福祉協議会 80-98,99(1-5)<1997-2016>+
継続前誌:社會事業 / 中
央社會事業協會社會事
業研究所

複十字 結核予防会
301,303-304,307-309,311-324,326-
327,329-336,339-366<2005-2016>+

公益社団法
人結核予防
会ホーム
ページ

10年

福利厚生 労務研究所 2137,2151,2159<2013-2014> 10年

プチナース 照林社 14-24,25(1-6)<2005-2016>+
継続前誌:EN看護学生版
: エキスパートナース /
照林社 [編集]

10年
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プライマリ・ケア 日本プライマリ・ケア学会 18(2-4),19(1-2,4),20-33<1995-2010>

継続前誌:日本プライマ
リ・ケア学会誌 / 日本プ
ライマリ・ケア学会
継続後誌:日本プライマ
リ・ケア連合学会誌 = An
official journal of the
Japan Primary Care
Association / 日本プライ
マリ・ケア連合学会

プラクティス 医歯薬出版
12(1),13-16,17(1-6),18(1-
6),19,20(1,6),21(4-5),23(2),30(1-2,4-
6)<1995-2013>

ふれあいケア 全国社会福祉協議会 5(5-12),6-20,21(1)<1999-2015>

継続前誌:季刊老人福祉
= Welfare of the aged /
全国社会福祉協議会, 老
人福祉施設協議会

Brain nursing メディカ出版 11(1-3,9-11),15-31,32(1-4)<1995-
プロフェッショナルがんナーシング メディカ出版 1-5,6(1-2)<2011-2016>+

ペリネイタル・ケア メディカ出版

4(1-4,9-13),6(5,8),7(5,8,10),8(1,3-
12),9,10(1-2,4-6,8-9),11(1-5,7-
12),12(1-11),13(1-8,10-12),14-
34,35(1-4)<1985-2016>+

へるすあっぷ21 法研 243-378<2005-2016>+

継続前誌:How to健康管
理 : 健康づくりを支える
人の情報誌 ： 保健事業
を応援します! ： 健康づく
りのHow to情報誌

10年

Health sciences 日本健康科学学会
1-16,17(2-4),18(1,3-4),19(1-2,4),23(2-
3),24(1-3),25(1,4)<1985-2009>

保育と保健
日本保育園保健協議会
事務局

9-13<2003-2007>

訪問看護と介護 医学書院 1-20,21(1-4)<1996-2016>+
The Home care 菱和メディカル総合研究 6(12),7(1-2,6-8)<1992-1993>
Home care medicine メディカルトリビューン 6(3)<2005-2005> 10年
保健医療社会学論集 日本保健医療社会学会 17-25,26(1-2)<2006-2016>+

週刊保健衛生ニュース 社会保険実務研究所 1289-1855<2005-2016>+
継続前誌:週刊保健
ニュース

10年

保健師・看護師の結核展望 結核予防会 40-52,53(1-2)<2002-2015>+
継続前誌:保健婦の結核
展望 / 結核予防会 [編]

保健師ジャーナル 医学書院 60-71,72(1-4)<2004-2016>+
継続前誌:保健婦雜誌 /
醫學書院 [編]
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保健の科学 杏林書院 15(7),19-57,58(1-3)<1973-2016>+

保健婦雑誌 医学書院
31,37(1-2,4-6,10-12),38(2-12),39(1-
4,7-11),40(4-5,9,12),41(1-12),42(1-
12),43(1-12),44(1-4,6-8,10),45-

継続後誌:保健師ジャー
ナル = The Japanese
journal for public health

保健婦の結核展望 結核予防会 7(2),11(2),35-39<1969-2001>
継続後誌:保健師・看護
師の結核展望 / 結核予
防会 [編]

母子精神保健研究会発表演題抄録集 母子精神保健研究会 11-16<1993-1997>

母子保健情報 母子愛育会
4-10,12-14,16-27,29-30,35-68<1982-
2014>

ホスピスケア ホスピスケア研究会 6(1-2)<1995-1995>

ホスピスケアと在宅ケア
日本ホスピス・在宅ケア
研究会

9(3),10-22,23(1-3)<2001-2015>+
継続前誌:ホスピス・在宅
ケア / 日本ホスピス・在
宅ケア研究会 [編]

母性衛生 日本母性衛生学会 26(2),27-56,57(1)<1985-2016>+

Milsil[ミルシル] 国立科学博物館 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

民族衛生 日本民族衛生学会
61-62,63(1-2,4-6),65-67,68(1-3,5-
6),69-81,82(1)<1995-2016>+

科学技術振
興機構J-
STAGE

Mundi 国際協力機構 一年保存<>+ 継続前誌: JICA's world
教養・娯楽
雑誌

国際協力機
構ホーム
ページ

1年

メディカル朝日 朝日新聞社 34-40,41(1-3)<2005-2012> 継続前誌:Modern 10年
Medical practice 文光堂 22-32,33(1-4)<2005-2016>+ 10年

Medicina 医学書院 42-52,53(1-5)<2005-2016>+
継続前誌:臨牀内科小兒
科
継続前誌:綜合医学 / 医

10年

Men's non・no 集英社 1年保存<>+
教養・娯楽
雑誌

1年

文部科学時報 ぎょうせい 1546-1635<2005-2012>
継続前誌:文部時報 / 文
部省

10年

藥學雜誌 日本薬学会 125-127,128(1-3)<2005-2008>

継続前誌:薬学雑誌. 乙
号 / 日本薬学会
継続前誌:薬学雑誌. 甲
號 / 日本薬学会

科学技術振
興機構
ジャーナル
アーカイブ

10年

山梨看護学会誌 山梨看護学会 1(2)<1993-1993>
豊かな高齢社会の探求 ユニベール財団 1-7<1993-1999>
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幼児と保育 小学館 50(7-12)-51<2004-2006>

継続前誌:教育技術. 幼
児と保育
継続後誌:Latta = ラッタ
継続後誌:3・4・5歳児の
保育 <AA12118808>

10年

理学療法ジャーナル 医学書院 33-49,50(1-4)<1999-2016>+
継続前誌:理学療法と作
業療法 / 医学書院

リハビリテーション医学
日本リハビリテーション医
学会, 医学書院(発売)

30(1),31-33,34(4-8),36-52,53(1-
3)<1993-2016>+

科学技術振
興機構J-
STAGE

リハビリナース メディカ出版 0-8,9(1-2)<2007-2016>+

療育の窓
全国心身障害児福祉財
団

117,121-125,127-134,136-
145,148<2001-2009>

りんくる 中央法規出版 1-4,5(1-3)<2005-2009> 10年
臨床栄養 医歯薬出版 106-127,128(1-4)<2005-2016>+ 10年

臨牀看護 へるす出版

1(4-9),2(2,4),3(1-4,6,8-14),4(3-
6,9,11,14),5(2-14),6-8,9(1-9,11-
14),10(1-8,10-14),11(1-6,8-14),12-
16,17(1-6,8-9,11-14),18(1-13),19-
38,39(1-14)<1975-2013>+

臨床看護研究の進歩 医学書院
図書として所蔵しています。図書データ
を検索してください<>

臨床外科 医学書院 54-70,71(1-4)<1999-2016>+
臨床検査 医学書院 43-57,58(1-13)<1999-2014>

臨床シミュレーション研究
日本臨床シミュレーション
機構

1-2,3(1)<2011-2013>+ 10年

臨床心理学研究 日本臨床心理学会 36-52,53(1-2)<1998-2015>+
継続前誌:臨床心理 / 関
西臨床心理学者協会

臨床成人病 東京医学社 29-31<1999-2001>
継続後誌:成人病と生活
習慣病 = The journal of
adult diseases

臨床透析 日本メディカルセンター 18(2-13),19-31,32(1-4)<2002-2016>+

臨床老年看護 日総研出版 9,12-22,23(1-2)<2002-2016>+

継続前誌:老人看護+介
護 : Japanese journal of
gerontological nursing /
日本総合研究所医療看
護グループ [企画]

10年

老人ケア研究 全国高齢者ケア協会 1-43<1994-2015>+

労働医学研究報告 労働医学研究会 9<1990-1990>
継続前誌:疾病管理研究
報告 / 労働結核研究会
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労働衛生 [出版者不明] 11(2),40<1970-1999>
継続後誌:働く人の安全と
健康 = Occupational
safety & health

労働科学 労働科学研究所
75(1-2,4-12),76-89,90(1-5)<1999-
2014>+

継続前誌:産業医学 / 日
本労働科学研究所
吸収前誌:産業醫學 / 日
本産業衞生協會編集
派生後誌産業医学 / 日
本産業衛生協会

労働の科学 労働科学研究所
48(1-5,7-12),49-70,71(1-3)<1993-
2016>+

継続前誌:勞働と科學 /
労働科学研究会

老年看護学
日本老年看護学会学会
誌編集委員会 ; 医学書
院

1-19,20(1-2)<1996-2016>+

CiNii 本文
収録刊行物
ディレクトリ
老年看護学

老年社会科学
日本老年社会科学会,
ワールドプランニング (発

12-36,37(1-4)<1990-2016>+

老年精神医学雑誌 ワールドプランニング 8(3-12),9-26,27(1-3)<1997-2016>+

若手研究者のための健康科学研究助
成成果報告書

明治安田厚生事業団 30<2015-2015>+
変遷前誌:健康医科学 :
研究助成論文集 / 明治
生命厚生事業団 [編]
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