
誌名 所蔵情報 備考 購読
状況

A オルタナティブ・メディスン 1-4,5(1)[1997-2001] 休刊 中止

aromatopia 1-28[1992-2019]+ 別誌名［アロマトピア］ 継続

阿蘇シンポジウム 1(1)[2003] 寄贈 中止

アスレティック・トレーナー 1-7[1997] 号数は通巻表記：廃刊 中止

あとはとき 1-5[2018-2019]+ 号数は通巻表記 継続

厚木看護専門学校紀要 8[2018] 号数は通巻表記 寄贈

厚木看護専門学校年報 2017年度[2018] 寄贈

B 母性衛生 44(1-2),46(2,4),47(1-4),48(1-3),49(1-4)[2003,2005-2009] 中止

Bricolage 21(6-11),22-24,25(1-6)[2009-2013] 中止

病院図書館 10-13,14(1,3-4),15(1-3),16-32[1989-2012] 2000年［病院図書室］より改題 中止

C 地域保健 45-50[2013-2019]+ 2016年3月まで月刊 継続

中医臨床 1-40[1980-2019]+ 継続

中医雑誌（日本語版） 1-12,16-18,20[1987-1988] 寄贈：号数は通巻表記：休刊 中止

中西医結合雑誌（日本語版） 1(1),9-13[1990,1998-2002] 休刊 中止

中和医療専門学校 卒業論文集
3-4,6-7,9-10,13,15-17,20-23,25,27-29
[1992-1993,1995-1996,1998-1999,2003,
2005-2007,2010-2013,2015,2017-2019]+

号数は通巻表記：2000年中
和鍼灸専門学校から校名変
更

寄贈

クリニカルスタディ

30(5,7),31(11-12),34(1-5,7-12,14),
35(1-5,7-12,14),36(1-5,7-12,14),
37(1-5,7-12,14),38(1-5,7-12,14),
39(1-5,7-12,14),40(1-5,7-12,14)
[2009-2010,2013-2019]+

増刊号は図書として所蔵 継続

コーチング・クリニック
9-30,31(1,3-5,7-8,10,12,14,16,18,20),
32(2,4,6,8,10,12-13,15-16,18-19,21),
33(1,3-4,6-7,9-10,12-16)[1995-2019]+

継続

コミュニティケア
15(1-6,8-12,14),16(1-6,8-12,14),17(1-6,8-12,14),
18(1-6,8-12,14),19(1-6,8-12,14),20(1-6,8-12,14),
21(1-6,8-12,14)[2013-2019]+

増刊号は図書として所蔵 継続

E Emer-Log 26-32[2013-2019]+
増刊号は図書として所蔵：
2019年[EMERGENCY CARE]よ
り改題：2018年まで月刊

継続

Expert Nurse

26(1-4),27(9),28(5,9),29(1-5,7,9-13,15),
30(1-5,7,9-13,15),31(1-5,7-9,11-13,15),
32(1-5,7-9,11-13,15),33(1-5,7-9,11-13,15),
34(1-5,7-9,11-13,15),35(1-5,7-9,11-13,15)
[2010-2019]+

増刊号は図書として所蔵：
別誌名［エキスパートナー
ス］

継続

F フィジーク
1(3),3(9-10),6(4,9-12),7-11[1990,1992,1995-
2000]

中止

Focus on Alternative and
Complementary Therapies（FACT）

6(1-2),7(1-4)[2001-2002] 別誌名［FACT］ 中止

G がん看護
18(1,3-7),19(1,3-7),20(1,3-7),21(1,3-7),
22(1,3-7),23(1,3-7),24(1,3-4,6-8)
[2013-2019]+

増刊号は図書として所蔵 継続

がんサポート 13(1-5,7-9,11-14),14(1-5,7)[2015-2016]
増刊号は図書として所蔵：
オンラインへ移行 中止

月刊切り抜き 保健 430-504[2006-2012]
号数は通巻表記：バックナン
バーも雑誌コーナー 中止

月刊ナラティブメディカ 0-18,20-21,23[2013-2015]
寄贈：号数は通巻表記：2015年
24号で休刊：2015/17のみ2冊あ
り(後藤学園コーナーに別置)

中止

現代鍼灸学 12-19[2013-2019]+ バックナンバーも雑誌コーナー 継続

現代東洋医学 1-16,17(1-2)[1980-1996] 1996年廃刊 中止

H ひーりんぐマガジン
2(3-4),3(1-2,4),4(1,4),5,6(1-3),7-10,11(1-2,4),
12,13(1-2),14(3),16,17(2)[2004-2016,2018-2019]+

寄贈

保健師ジャーナル 69-75[2013-2019]+ 継続

北米東洋医学誌 1-12,14-19,21,23,25,28[1994-2003] 寄贈：号数は通巻表記 中止

ほくと 12,30-57,59-65[1992,2001-2019]+ 号数は通巻表記 寄贈

ほすぴたる らいぶらりあん 22(2-4),23-43,44(1-3)[1997-2019]+ カウンター内に別置 寄贈

訪問看護と介護 22-24[2017-2019]+ 継続

蜂針 1-4[1980-1981] 寄贈：号数は通巻表記 中止

I 医道の日本

26(10),27(2-6,8-9,11-12),28(2-4,9,11),30(3,7-8,11),
31(2,4,8-12),32(4-5,11),33(1,3,5-8,11-12),34(9-12),
35(1-2,4-6,8,10-11),36(4-5,7-9,12),37(1-8,10-12),
38(1-4,6-12),39-60(1-11,13),61(1-4,6-12,14),
62(1-10,12-13),63-78[1967-1969,1971-2019]+

増刊号は図書として所蔵：
次の棚へ続く 寄贈

※誌名のアルファベット順に並んでいます。　　※所蔵情報欄は「巻数（号数）[所蔵年]」を表しています。
※今年発行された雑誌は「雑誌コーナー」にあります。(一部例外あり。備考欄を参照してください。)
※現在も受入しているものは所蔵情報欄に「+」および購読状況欄に「継続」または「寄贈」と記載してあります。
※この情報は年に1回（2月頃）更新しています。



誌名 所蔵情報 備考 購読
状況

I 医道の日本

26(10),27(2-6,8-9,11-12),
28(2-4,9,11),30(3,7-8,11),31(2,4,8-12),
32(4-5,11),33(1,3,5-8,11-12),34(9-12),
35(1-2,4-6,8,10-11),36(4-5,7-9,12),
37(1-8,10-12),38(1-4,6-12),
39-60(1-11,13),61(1-4,6-12,14),
62(1-10,12-13),63-78
[1967-1969,1971-2019]+

増刊号は図書として
所蔵：前の棚より続く

寄贈

J JATI EXPRESS 56-66[2016-2018]
号数は通巻表記：
別誌名[日本トレーニン
グ指導者協会機関誌]

寄贈

Journal of clinical rehabilitation
10-25,26(1-10,12-13),27(1-6,8-13)
[2001-2018]

別誌名［臨床リハ］［ク
リニカルリハビリテー
ション］：別冊及び臨時
増刊は図書として所蔵

寄贈

Journal of Tokyo Ariake
University of Medical and
Health Sciences

1[2009]
寄贈：号数は通巻表
記：別紙名[東京有明
医療大学雑誌]

中止

助産雑誌 67-73[2013-2019]+ 継続

情報の科学と技術 63(5,8-12),64-66,67(1-3)[2013-2017]
寄贈：カウンター内に
別置

中止

K 看護技術

59(1-4,6-11,13-14),60(1-4,6-11,13-14),
61(1-4,6-11,13-14),62(1-4,6-11,13-14),
63(1-4,6-11,13-14),64(1-4,6-11,13-14),
65(1-4,6-11,13-14)[2013-2019]+

増刊号は図書として
所蔵

継続

看護管理
19(10-13),20,21(1-11),22(2-5),
23-28[2009-2018]

継続

看護教育
48(1-10,12),49,50(1-2,6,8-12),51(2-12),
52(1-3),53(2-7,9,12),54-60[2007-2019]+

継続

看護展望
35(7,9,12),38(1,3-13),39(1,3-13),40(1,3-
8,10-14),41(1,3-8,10-14),42(1-3,5-8,10-
14),43(1-3,5-8,10-14)[2011,2013-2018]

増刊号は図書として
所蔵

継続

看護と情報 5-6,8-26[1998-1999,2001-2019]+
カウンター内に別置：
号数は通巻表示

寄贈

KAIM　The journal of
Kampo, acupuncture and
integrative medicine

2005/(1)special edition,1(1-4),
2(1-3),2010/(1)special edition,6(3),
10(1-4),11(1-2)
[2005-2007,2010-2011,2015-2016]

後藤学園コーナーに
別置

中止

漢方研究
115-122,125,127,246-256,258-298,
300-365,369-537,539-572,574-576
[1981-1982,1992-2019]+

号数は通巻表示：
1993年、2007年別冊
あり

寄贈

漢方の臨床
1(1-4),2-25,26(3-4),36(4-12),37-64,65(1-
4,6-12),66[1954-1979,1989-2019]+

1巻から26巻の項目
別索引あり

継続

漢方と漢薬 1(1-8),2-11[1934-1944] 寄贈：総索引あり 中止

関西医療大学紀要 1-13[2007-2019]+
号数は通巻表記：
2007年関西鍼灸大
学から校名変更

寄贈

関西鍼灸大学紀要 1-3[2004-2006]

寄贈：号数は通巻表記：
継続前誌［関西鍼灸短期
大学年報］：2006年廃刊：
関西医療大学に校名変
更：オンラインあり

中止

関西鍼灸短期大学年報
8-11,13,15-17
[1993-1996,1998,2000-2002]

寄贈：号数は通巻表
記：継続後誌「関西
鍼灸大学紀要」

中止

関節外科 19-38[2000-2019]+
増刊号は図書として
所蔵：次の棚へ続く

継続

※誌名のアルファベット順に並んでいます。　　
※所蔵情報欄は「巻数（号数）[所蔵年]」を表しています。
※今年発行された雑誌は「雑誌コーナー」にあります。(一部例外あり。備考欄を参照してください。)
※現在も受入しているものは所蔵情報欄に「+」および購読状況欄に「継続」または「寄贈」と記載してあります。

※この情報は年に1回（2月頃）更新しています。



誌名 所蔵情報 備考 購読
状況

K 関節外科 19-38[2000-2019]+ 前の棚より続く 継続

神奈川衛生学園専門学校看護学科 統合分野
看護統合実習事例研究発表会論文集 平成28年度-平成30年度[2016-2018]+

2016年は2冊あり：
後藤学園コーナー 寄贈

神奈川衛生学園専門学校 研究の歩み
1996,1980-1997,1980-1999,1980-2000,
1987-2001,1987-2002[1996-2002]

後藤学園コーナー：終刊 中止

緩和ケア 23-24,25(1,3-6),26-29[2013-2019]+ 増刊号は図書として所蔵 継続
からだの科学 210-278[2000-2013] 2013年休刊 中止
川崎看護専門学校学校年報 22[2018] 号数は通巻表記 寄贈
川崎市立川崎病院事例研究集録 13-15,18-21[2011-2013,2016-2019]+ 号数は通巻表記 寄贈
家族看護 11-12[2013-2014] 中止
経絡治療 1-219[1965-2019]+ 号数は通巻表記：CD-ROM 寄贈
経絡経穴研究会記録集 第1回[2014] 寄贈
健康文化研究助成論文集 1-7[1995-2001] 2001年廃刊 中止

健康づくり
28(4-12),29-31,32(1-3,11-12),33(1,6-8,10-11),
34(1,4-5,7-8,10-12),35(1-4,6-12),36-38,
39(1-3,5-12),40,41(1-10,12),42(1-6,8-12)[2005-2019]+

全て雑誌コーナー：2018年
「拓く～健康づくりの現場か
ら～」

寄贈

健康運動指導研究助成研究成果報告書 平成28年[2017] 全てバックナンバー架 寄贈

季刊 東洋医学 16-17[2010-2011] 2011年終刊：オンラインへ 中止

近畿中医学研究会紀要 1-6[2003?-2007] 中止

こころの科学 97-203[2001-2019] 増刊号は図書として所蔵 継続

国際抗老化再生医療学会雑誌 1-2[2018-2019]+ 号数は通巻表記 寄贈

皇乃子真圧心療道国際大会論文集 4[1995] 号数は通巻表記 寄贈

国際気功会議学術論文集 3[1992] 号数は通巻表記 寄贈

厚生労働 55-66,67(1-3):2012(4-12),2013-2019[2000-2019]+ 2012年［厚生］［労働時報］統合 継続

公衆衛生 64-83[2000-2019]+ 継続

呉竹学園 研究業績集 1986-1995[1995] 2002年校名変更 寄贈

呉竹医学会学術大会抄録集 第19回-第22回,第27回,第30回[2007-2010,2015,2018] 寄贈

杏雨 1-19[1998-2016] 号数は通巻表記：増刊号あり 寄贈

きょうの健康 202-381[2005-2019]+ 全て雑誌コーナー 継続

L ライフエンス 1-36[1996-2009] 後藤学園コーナー：オンラインへ 中止

ロハスメディカル 112-147[2015-2018] 全て雑誌コーナー 中止

M マニピュレーション 1(1),2,3(2-4),4-20[1986-2005] 休刊 中止

メディカル朝日 42(3,5-12),43-44,45(1-11)[2013-2016] 休刊 中止

MEDICAL REHABILITATION
13-56,58-69,71-84,86-97,99-108,110-123,
125-131,133-148,150-162,164-175,177-182,
184-202,204-211,213-222,224-230[2002-2018]

号数は通巻表記：増刊号は
図書として所蔵 継続

medicina

37(1-10,12-13),38(1-10,12-13),39(1-10,12-13),
40(1-11,13),41(1-11,13),42(1-11,13),43(1-11,13),
44(1-11,13),45(1-12),46(1-11,13),47(1-10,12-13),
48(1-10,12-13),49(1-10,12-13),50(1-10,12-13),
51(1-10,12-13),52(1-3,5-13),53(1-3,5-13),54(1-3,5-13),
55(1-3,5-13)[2000-2018]

増刊号は図書として所蔵：
別誌名［Medicina］[メディ
チーナ]

継続

明治鍼灸医学 1-5,7-30,32-37,39[1985-2006] 寄贈：継続後誌はオンライン 中止

森ノ宮医療学園専門学校 卒業論文集 第26期-第27期,第29期-第33期[2000-2001,2003-2007] 2000年校名変更 寄贈

N 日中・中医学研究討論会報告集 1-5:1991-1992[1983-1987,1991-1992] 寄贈

日中漢方医学シンポジウム講演内容集 第5回[1990] 号数は通巻表記 寄贈

日本中医学会雑誌 1-7[2011-2017] USBデータ 寄贈

日本伝統鍼灸学会雑誌 伝統鍼灸 1-13,16-19:19-41[1973-1986,1989-2015] ［日本経絡学会誌］より改題 寄贈

日本医史学雑誌

14(3),16(2-3),18(1-2),20(2),23(4),27(1-2),29(2),35(1),
42(3-4),46,47(1-3),48(1-3),49-52,53(1-2),54(3-4),
55(1-3),59(3),62(4)
[1968,1970,1972,1974,1977,1981,1983,1989,1996,
2000-2009,2013,2016]

特集号あり 寄贈

日本看護学会論文集 看護総合 38,41[2007,2011] 号数は通巻表記：オンラインへ 寄贈

日本看護学会論文集 成人Ⅰ 32,35,37-41[2001,2004,2006-2010] 号数は通巻表記：オンラインへ 寄贈

日本看護学会論文集 成人Ⅱ 31,33,38-41[2000,2002,2007-2010] 号数は通巻表記：オンラインへ 寄贈

日本看護学会論文集 精神看護 36-41[2005-2010] 号数は通巻表記：オンラインへ 寄贈

日本看護学会論文集 小児 39-41[2008-2010] 号数は通巻表記：オンラインへ 寄贈

日本看護学校協議会雑誌 49[2019]+ CD-ROMあり 寄贈

日本環境感染学会誌 15-28,29(1)[2000-2014] 2007年まで年4回刊：2008年は年5回刊 中止

日本医療リンパドレナージ協会学術大会記録集 6-8[2009-2011] 寄贈：後藤学園コーナー 中止

日本温泉気候物理医学会雑誌 52-69,70(2-3),71-75,76(2-4),77,78(2,4)[1988-2015] オンラインあり 中止

日本良導絡自律神経学会雑誌

34(5),35,36(1-10),37,38(1-11),39,40(1-4,6-11),
41,42(1,3-12),43(1-11),44(3,6,9),45(1-4),46(1-5),
47(2-5),48(1,3),49(1,4),51(2-4),52(4),53-58,59(2-4),
60(1,4),61-64[1989-2004,2006-2019]+

巻号数字に問題あり 寄贈

日本刺絡学会誌 刺絡 1-9,11[1991-2001,2007] 寄贈 中止

日本手技療法学会雑誌 2-15[1991-2004] 2004年休刊 中止

※誌名のアルファベット順に並んでいます。　　※所蔵情報欄は「巻数（号数）[所蔵年]」を表しています。
※今年発行された雑誌は「雑誌コーナー」にあります。(一部例外あり。備考欄を参照してください。)
※現在も受入しているものは所蔵情報欄に「+」および購読状況欄に「継続」または「寄贈」と記載してあります。
※この情報は年に1回（2月頃）更新しています。



誌名 所蔵情報 備考 購読
状況

N 日本鍼灸良導絡医学会誌 23(3-4),24-27[1995-1999] 寄贈：1999年廃刊 中止

日本鍼灸治療学会誌
18(1),23(3),24-25,26(1-2),27-30
[1969,1974-1981]

寄贈：25回・26回・29回抄
録集、30周年誌あり：
1956年［日本鍼灸治療学
会論文集］より改題：
1981年30巻3号で終刊：
［自律神経雑誌］と統合し
［全日本鍼灸学会雑誌］
へ改題：オンラインあり

中止

日本体育学会予稿集 第63回[2012] 寄贈：プログラムあり 中止

日本体力医学会大会予稿集 53,55-56,59-64[1998,2000-2001,2004-2009] 寄贈：号数は通巻表記 中止

日本東洋医学系物理療法学会誌 37(2),38(2)[2013]
寄贈：後藤学園コー
ナーに別置

中止

日本東洋医学雑誌

40-46,47(1-5),48-58,59(1-3),
60(1-2,4-6),61-62,63(1-5),
64-67,68(1-3),69-70
[1989-2019]+

58巻よりオンラインあり：5
回講演記録集、1991年
総目次索引集、37回講
演集、48回総会要旨集、
53-54・56-59・61・65-
67・70巻別冊あり：41巻
から42巻は年4回刊：45
巻まで年5回刊：64巻まで
年6回刊

寄贈

認知症ケア 18-20[2017-2019]+
2018年[認知症介護]
より改題

継続

ナース専科 33-34[2013-2014]
2014年2月号まで年6
回刊

中止

ナーシング

27(1-2,4,12),28(1-11,13-14),
30(10),31(6,8),32(8),33(1-4,6-11,13-14),
34(1-4,6-11,13-14),35(1-4,6-11,13-14),
36(1-4,6-11,13-14),37(1-4,6-11,13-14),
38(1-4,6-11,13-14),39(1-4,6-11,13-14)
[2007-2008,2010-2019]+

増刊号は図書として
所蔵あり

継続

ナーシングキャンバス 2-7[2013-2019]+ 継続

ナーシング・トゥデイ 28-29[2013-2014] 2014年休刊 中止

O オペナーシング 28-29[2013-2014] 中止

Orthopaedics

13(1-8,10-13),14(1-8,10-13),
15(1-8,10-13),16(1-8,10-13),
17(1-9,11-13),18(1-9,11-13),
19(1-4,6-13),20(1-4,6-13),
21(1-4,6-13),22(1-4,6-13),
23(1-4,6-13),24(1-4,6-13),
25(1-4,6-13),26(1-4,6-13),
27(1-4,6-10,12-13),28(1-9,11-13),
29(1-9,11-13),30(1-9,11-13),
31(1-9,11-13),32(1-11,13)[2000-2019]+

増刊号は図書として
所蔵あり

継続

大阪鍼灸専門学校 卒業論文集
昭和61年度-平成3年度:第24期-第25期
[1986-1991,1998-1999]

1999年廃刊：
森ノ宮医療学園専門学
校に校名変更

寄贈

P ペインクリニック 21(1-8),22-40[2000-2019]+ 継続

ペリネイタルケア 32-33[2013-2014]
増刊号は図書として
所蔵あり

中止

プチナース

19(13,15),20(4),21(4-5),22(1-5,7,9-12,14),
23(1-5,7-12,14),24(1-5,7-12,14),
25(1-3,5,7-12,14),26(1-4,7-12,14),
27(1-5,7-12,14),28(1-5,7-12,14)[2010-2019]+

増刊号は図書として
所蔵あり

継続

Physiotherapie IN THEORIE UND PRAXIS
31,32(1-5,7-12),33,34(3-8,10-12),
35(1-8,11-12)[2010-2014]

2012年[Physikalische
Therapie]より改題

寄贈

R リハビリナース 7-12[2014-2019]+
増刊号は図書として
所蔵あり

継続

レジデント 6(3-12),7-10,11[2013-2018]
別誌名［月刊レジデン
ト］：2018年は年10回
刊：2017年は年6回刊

中止

※誌名のアルファベット順に並んでいます。　　
※所蔵情報欄は「巻数（号数）[所蔵年]」を表しています。
※今年発行された雑誌は「雑誌コーナー」にあります。(一部例外あり。備考欄を参照してください。)
※現在も受入しているものは所蔵情報欄に「+」および購読状況欄に「継続」または「寄贈」と記載してあります。
※この情報は年に1回（2月頃）更新しています。



誌名 所蔵情報 備考 購読
状況

R 理学療法 30-36[2013-2019]+ 継続

理学療法ジャーナル 34-53[2000-2019]+ 継続

臨牀看護（臨床看護）

25(1-5,7-12,14),26(1-5,7-12,14),
27(1-5,7-12,14),28(1-5,7-12,14),
29(1-5,7-12,14),30(1-5,7-12,14),
31(1-5,7-12,14),32(1-3,5-11,13-14),
33(1-3,5-11,13-14),34(1-3,5-11,13-14),
35(1-3,5-11,13-14),36(1-3,5-11,13-14),
37(1-3,5-11,13-14),38(1-3,5-11,13-14),
39(1-3,5-11,13-14)[1999-2013]

2013年休刊：増刊号
は図書として所蔵あ
り

中止

臨床漢方シンポジウム講演記録 4-7[1981-1984] 号数は通巻表記 寄贈

臨床老年看護 21-26[2013-2019]+ 継続

臨床整形外科 35(1,3-13),36-54[2000-2019]+ 継続

臨床針灸
16(3),17-21,22(1),27(1-2),28-29,
31(1-2),32(2-3),33,34(1)
[2001-2009,2013-2019]+

41回、43回、52回、
54回、57回「日本臨
床鍼灸懇話会全国
集会予稿集」：巻号
数字に問題あり

寄贈

臨床スポーツ医学
5(6-12),6-11,12(1-3,5-6,8-12),
13-36[1988-2019]+

増刊号は図書として
所蔵あり

継続

理療教育研究
1-21,24-30,32,41
[1971-1998,2001-2008,2010,2019]

寄贈：2004年［理療
の科学］より改題

中止

老人病研究会年報
33-36,38-41
[2011-2014,2016-2019]

寄贈：後藤学園コー
ナーに別置：オンライ
ンあり

中止

S 整形外科看護 20-24[2015-2019]+
増刊号は図書として
所蔵あり

継続

整形・災害外科

43(1-3,5-13),44(1-3,5-13),
45(1-3,5-13),46(1-4,6-13),
47(1-4,6-13),48(1-4,6-13),
49(1-4,6-13),50(1-4,6-13),
51(1-4,6-13),52(1-4,6-13),
53(1-4,6-13),54(1-4,6-13),
55(1-4,6-13),56(1-4,6-13),
57(1-5,7-13),58(1-4,6-13),
59(1-5,7-13),60(1-4,6-13),
61(1-4,6-13),62(1-2)[2000-2019]

増刊号は図書として
所蔵あり

継続

※誌名のアルファベット順に並んでいます。　　
※所蔵情報欄は「巻数（号数）[所蔵年]」を表しています。
※今年発行された雑誌は「雑誌コーナー」にあります。(一部例外あり。備考欄を参照してください。)
※現在も受入しているものは所蔵情報欄に「+」および購読状況欄に「継続」または「寄贈」と記載してあります。

※この情報は年に1回（2月頃）更新しています。



誌名 所蔵情報 備考 購読
状況

S 聖マリアンナ医科大学看護専門学校紀要 11[2018] 号数は通巻表記 寄贈

精神看護 16-18,19(1,3-6),20-22[2013-2019]+ 継続

社会鍼灸学研究 1-2[2007-2008] 2007年｢討論集｣ 寄贈

指導者のためのスポーツジャーナル 218-291[1999-2012]

2012年終刊：［Sports
just］と統合し［Sports
Japan］へ改題：号数は
通巻表記：2010・2011
年に特別号あり

中止

新聞記事からできた本 医療と健康 31,34-93[2014-2019]+ 号数は通巻表記 継続
新聞記事からできた本 こども 46,49-108[2014-2019]+ 号数は通巻表記 継続

鍼灸学術研究誌 漢方鍼医 35-37,39[2014-2016] 号数は通巻表記 寄贈

鍼灸の世界 1-117,119-125,128-135,138-140
[1984-2019]+

号数は通巻表記：社会福
祉法人桜雲会機関誌 寄贈

鍼灸手技療法教育 1-7[2005-2011]
号数は通巻表記：オン
ラインへ移行：後藤学
園コーナーに別置

中止

小児看護
36(1-7,9-13),37(1-7,9-13),38(1-7,9-13),
39(1-7,9-13),40(1-7,9-13),41(1-7,9-13),
42(1-7,9-13)[2013-2019]+

増刊号は図書として所
蔵あり

継続

手技療法 1-16,17(1-5,7-12),18(1-4,6-12),19-25
[1993-2017]

2017年休刊 中止

鍼灸OSAKA 3(1),6-35[1987,1990-2019]+ 継続

信州医療福祉専門学校紀要 6[2011] 号数は通巻表記 寄贈

そだちの科学 1-31[2003-2018] 号数は通巻表記 継続

卒後鍼灸手技研究会 講演集成
設立5周年記念誌,設立10周年記念誌
[2012,2016]

全てバックナンバー架
にあり

寄贈

総合リハビリテーション 28-47[2000-2019]+ 継続

総合診療 10-29[2000-2019]+ 2015年［JIM］より改題 継続

Sport Japan 1-46[2012-2019]+

特別号あり：2012年［指
導者のためのスポーツ
ジャーナル］［Sports
Japan］が統合：2018年
[Sports Japan]より改題

継続

Sportsmedicine 1-216[1989-2019]+
号数は通巻表記：2016
年は年9回刊

継続

スタンダードNEXT 1-15：1-7[2014-2017]

2017年休刊：号数は通
巻表記：2017年［スタン
ダード神奈川］より改
題：15号まで年6回刊

中止

ストレングス＆コンディショニング
2(1-4),3(1-9),4(2-4,7,9-10),5(1-4,6-10),
6-26[1995-2019]+

[NSCAジャパン・ジャー
ナル]より改題

継続

T 体育の科学 63-68,69(1-3)[2013-2019] 継続

体力科学 46-57,58(1-3),59(2-6),60,61(1-3)[1997-2012]
オンラインあり：別冊あ
り：次の棚へ続く

中止

※誌名のアルファベット順に並んでいます。　　
※所蔵情報欄は「巻数（号数）[所蔵年]」を表しています。
※今年発行された雑誌は「雑誌コーナー」にあります。(一部例外あり。備考欄を参照してください。)
※現在も受入しているものは所蔵情報欄に「+」および購読状況欄に「継続」または「寄贈」と記載してあります。
※この情報は年に1回（2月頃）更新しています。



誌名 所蔵情報 備考 購読
状況

T 体力科学 46-57,58(1-3),59(2-6),60,61(1-3)[1997-2012]
オンラインあり：別冊あり：
前の棚より続く 中止

体力研究 88-109,111-117[1995-2000,2002-2011,2013-2019]+ 号数は通巻表記 寄贈

TAO鍼灸療法 1-5[1997-2001] 2001年休刊 中止

Tarzan 748-754[2018] 全て雑誌コーナーにあり 継続

天津国際針灸臨床学術会議論文集 2-6[1992,1994-2000] 寄贈：別刷あり 中止

THE KAMPO
1,2(7-12),3(13-18),4-7,8(1-4,6),9-13,
14(1-2,4),15(1-2)[1983-1997]

1997年15巻2号で終刊：継続後
誌［実地医家のためのthe
kampo］：2-3巻に表記の間違い
あり：1984-1985年臨時増刊、
English editionあり

寄贈

セラピスト（日本医宏） 6(7-11),7(2-12),8,9(1-11),10(1-4)[1985-1989] 増刊号あり：1989年休刊 中止

セラピスト（BABジャパン）
87,89-91,93-94,96-98,100-101,103
[2017-2018]

号数は通巻表記：増刊号は
図書として所蔵あり：裏表紙
と表紙の号数が異なる

継続

統合失調症のひろば 1-12[2013-2018] 号数は通巻表記 継続

東邦醫學（東邦医学） 3-10,11(1-3)[1936-1944]
解説・全巻総目次・著者
別索引あり 中止

東京衛生学園専門学校看護学科
二年課程ケース・レポート集録

41-46,48-51[2008-2013,2015-2018]+
2015年[東京衛生学園専門
学校看護学科全日制ケー
ス・レポート集録]より改題

寄贈

東京衛生学園専門学校東洋医
療総合学科 卒業研究報告集

1-19[1992-2010]
寄贈：後藤学園コーナー
に別置 中止

東京衛生学園専門学校臨床教
育専攻科 卒業論文集

[2002-2013,2016] 後藤学園コーナーに別置 寄贈

東京医療福祉専門学校鍼灸マッ
サージ教員養成科 卒業論文集

20-23,28[2008-2011,2016] 号数は通巻表記 寄贈

東京鍼灸柔整専門学校 研究業績集 [1985] 寄贈

東鍼研進歩集
昭和57年度,昭和59年度-昭和62年度,
平成元年度-平成16年度
[1983,1985-1988,1990-2005]

寄贈：2005年終刊 中止

東洋医学
11(1),15(5-6),16(1-2,4-6),17(2-5),
18(1,4-5),19(5),20(1,4-6),21(1-10),
22-28[1983,1987-2000]

1987年［東洋医学（自然社）］よ
り改題：2000年休刊：講演集あ
り：20巻まで年6回刊

中止

東洋医学とペインクリニック 8(3),16(2-4),17(2),19-43,44(1),46
[1978,1986-1987,1989-1997,1999-2014,2017]

寄贈：抄録集あり：1999-
2004奥付と表紙の年号が異
なるので注意

中止

東洋医学鍼灸ジャーナル 1-30[2008-2013]
2013年休刊：号数は通巻
表記：各2冊あり 中止

東洋療法学校協会学会誌 1-42[1986-2019]+
後藤学園コーナーに別
置：抄録集あり 寄贈

トレーニング・ジャーナル 8(4-12),9-41[1986-2019]
1993年医中誌収載終了：
オンラインへ 中止

筑波技術短期大学（視覚部）
鍼灸学科卒業研究報告集

1-3[1994-1996] 寄贈：短期大学廃止 中止

W 和漢薬
482-484,486-505,507-564,636-638,
640-650,652-668[1993-2000,2006-2009]

1993年医中誌収載終了：
2008年医中誌収載再開 中止

若手研究者のための
健康科学研究助成成果報告書

12-33[1997-2018]

2015年[健康医科学研究助
成論文集]より改題：1997年
［体力研究］より派生：全て
バックナンバー架

寄贈

わおん 1-9[1991-1996] 寄贈：号数は通巻表記 中止

Z 全日本鍼灸学会雑誌 31-66,67(1),69(1)[1981-2017,2019]+

寄贈：1981年［日本鍼灸治
療学会誌］［自律神経雑誌］
が統合：50巻までは年4回
刊：抄録号あり

寄贈

※誌名のアルファベット順に並んでいます。　　
※所蔵情報欄は「巻数（号数）[所蔵年]」を表しています。
※今年発行された雑誌は「雑誌コーナー」にあります。(一部例外あり。備考欄を参照してください。)
※現在も受入しているものは所蔵情報欄に「+」および購読状況欄に「継続」または「寄贈」と記載してあります。
※この情報は年に1回（2月頃）更新しています。



誌名 所蔵情報 備考 購読
状況

B 北京中医薬大学学報 1980-1984:11-41
[1980-1984,1988-2018]

1994年[北京中医学院学報]
より改題 継続

北京中医薬 12-23,30-65,67-73,75-102:18-37
[1985-1986,1988-2018]

1998年まで号数は通巻表
記：2008年[北京中医]より改
題

継続

F 福建中医薬
12-15,17,18(1-2,4-6),19-21,
22(1-3,5-6),23-49
[1981-1984,1986-2018]

継続

G 甘粛中医薬大学学報 11-35[1994-2018]
2016年[甘粛中医学院学報]
より改題 継続

H 哈爾浜中医
1959(1-5,7-12),60,
61(1-2,4-12):5(1-9),6(1-6),
7(1-6),8(1-9)[1959-1965]

中止

黒龍江中医薬 1994-2006:36-44,46,
47(1-5)[1994-2015,2017-2018] 継続

河南医学院学報
1976,1977(1-2),1979(1),
1980(1-4):16(1-4),17(1-4)
[1976-1977,1979-1982]

中止

河南中医 8-29,30(1-2,5-12),31-38
[1988-2018] 継続

湖北中医雑誌 9(4-6),10-40[1987-2018] 継続

湖南中医雑誌 9-34[1993-2018] 継続

J 吉林中医薬

1981(1-3),1982,1983(1,4-6),
1984,1985(1-2,4-6),
1986-1989,1990(1-2,4-6),
1991-1995,1996(1-3,5-6),1997:
18-37,38(1-10,12)[1981-2018]

継続

江蘇中医薬 6(1-2,4-6),9-17,18(1-4,6-12),
19-27:39-50[1985,1988-2018]

1988年?[江蘇中医雑誌]より
改題:巻数に問題あり(27巻
の次が39巻)

継続

江西中医薬
1980(4),1981-1982,1983(1,4-6),
1984-1985:19-49
[1980-1985,1988-2018]

継続

L 遼寧中医雑誌 9,12-13,14(1-6,8-12):18-45
[1985,1988-2018]+

巻数に問題あり(14巻の次
が18巻) 継続

Q 気功

創刊号:4(1-2,4),5(4-6),
6(1-6),7(1-6),8-12,13(1-3,5-12),
14(1-7,9-11),15,16(1-7,9-12),
17-21[1980,1983-2000]

創刊号から8巻まで閲覧に
難あり:8(2-4,6-10)2部ずつ
あり

中止

S 山東中医雑誌 1982,1983(1-2,4-6),84:4-29,
30(1-11),31-37[1982-2018] 継続

山東中医薬大学学報 12(1-4),13-42[1988-2018] 継続

山西中医 1(1-4),2-4,5(2-6),6-25,
26(1,3-12),27-34[1985-2018] 継続

上海鍼灸雑誌 1-4,7-37
[1982-1985,1988-2018]+ 継続

上海中医薬雑誌
1980(1-6),1983(1-6),
1985(7-12):86,35-51,
52(1-10)[1980,1983,1985-2018]

1990年・1991年(1-3,5-12)・
1992年(1-9)・1997年(1-3,5-
9)2部ずつあり

継続

四川中医 6-13,14(1-7,9-12),15-36
[1988-2018]+ 継続

T 天津中医薬大学学報 1983-1985:24-29,30(1-3),31-37
[1983-1985,2005-2018] 継続

天津中医薬 1984-1986,1988-1993:11-35
[1984-1986,1988-2018]

2003年[天津中医]より改題 継続

陜西中医 9(1-8,10-12),10,11(1-5,7-12),
12-39[1988-2018] 継続

X 現代養生 2001-2004[2001-2004] 中止

新中医薬 6-8,9(1-9)[1955-1958] 中止

新中医
1974-1978:17-18,
20-50[1974-1978,
1985-1986,1988-2018]+

継続

Y 雲南中医中薬雑誌 10-11,12(1-4,6),13-39
[1989-2018]

[雲南中医雑誌]より改題 継続

Z 浙江中医雑誌

1956(12),1957-1959,
1960(1-6),1963(7,9,11),1964-1965,
1966(1-7),1980,1981(1),
1982(3-6):20(1-7,9-12),
23-50,52-53[1956,1957-1960,
1963-1966,1980-1982,1985,
1988-2015,2017-2018]

継続

針刺研究 5-8,9(1-3),10-19,30-43
[1980-1994,2005-2018]

1980・1981年2部ずつあり 継続

針灸臨床雑誌 9-34[1993-2018]+ 継続

中国気功 9-26,33-130[1988-2000] 中止



誌名 所蔵情報 備考 購読
状況

Z 中国医学文摘 4(1-5),5(2-6),6-12,13(1-3,5-6),
14-39[1980-2015]

1982年[中医文摘]より改題 中止

中国中医薬図書情報雑誌 40-42[2016-2018] 継続

中国医薬学報 6[1991] 中止

中国針灸 2-38[1982-2018]+ 継続

中国中医薬信息雑誌 6-25[1999-2018] 継続

中華養生保健

1984(3-4),1985,1986(1-3),
1987(1-2),1988-1993:
70-153,154,156,158,160,162,164,
166,168,170,172,174,176
[1984-1993,1995-2004]

2001年[中華気功]より改題：
2003年まで月刊：2004年か
ら隔週刊だが下半月版のた
め偶数号のみ所蔵あり

中止

中華中医骨傷科雑誌 4(1-4),5-7[1988-1991] 中止

中医教育
1982-1992,1993(1-4):14-16,
26-37[1982-1993,
1995-1997,2007-2018]

継続

中医雑誌

1955-1965,1966(1-7),
1979(7-12):21-23,25(7-12),
26-27,29(1-6),30-59
[1955-1966,
1979-1982,1984-2018]+

継続

※誌名のピンイン表記のアルファベット順に並んでいます。
※所蔵情報欄は「巻数（号数）[所蔵年]」を表しています。
※現在も受入しているものは所蔵情報欄に「+」および購読状況欄に「継続」または「寄贈」と記載してあります。
※この情報は年に1回（2月頃）更新しています。


