
※【明治より所蔵のタイトルを抽出したリストです】生命科学図書館が所蔵している雑誌（医・歯・薬学関連）の内、明治から昭和初期までの古いタイトルの一覧です。

明治 大正 昭和 大阪関連 タイトル／著者 生命所蔵年次 書誌ＩＤ 備考

○16- ○-11 大日本私立衛生会雑誌 / 大日本私立衛生会 1886-1918 32110544
東北大医・金大医・名大医に
全巻あり

○14- ○ ○-11 衞生局年報 / 内務省衛生局 1915-1926;1926-1935 32109601
○44- ○ ○-4 日本歯科学会会誌 / 日本歯科学会 1923 32105229
○31- ○ ○-19 ○ 通俗衛生 / 大阪府衛生会 1918-1931;1936-1940 32006082
○35-39 日本聯合醫學會誌 / 日本聯合醫學會 1907 32104511
○44- ○ ○-5 日本醫學會誌 / 日本醫學會 1911-1930 32104512
○10- ○ ○-15 東京醫事新誌 1877-1940 32006099 九大医に全巻所蔵
○45- ○ ○-11 日本之醫界 1920-1934 32006083
○43- ○ ○-13 臨床月報 1910-1937 31076350

○33- ○ ○ 齒科學報 / 東京齒科大学学会 1926-2007 31037845
休刊期間中〔49(昭19)-50(昭
25)〕に代替誌『臨牀歯科學
報』あり

○42- ○ ○-19 陸軍獣医団報 / 陸軍獣医団 1940 32006064
○40- ○ ○-14 福岡醫科大學雜誌 / 福岡醫科大學學友會雜誌部 [編] 1908-1939 31076052
○25- ○-12 研瑶会雑誌 / 長崎医学専門学校研瑶会 1902-1922 31033202
○29- ○-13 鎭西醫報 / 鎭西醫報社 [編] 1916-1919 31031690
○43- ○ ○-13 臨床月報 1910-1937 31076350
○38- ○ ○ 京都府立医科大学論文集 / 京都府立医科大学学術研究会 1944 32006015
○38- ○ ○-15 眼科臨床醫報 / 北越眼科研究会 1914-1940 32005999
○30- ○-6 十全會雜誌 / 第四高等學校十全會 [編] 1916-1917 31076153
○42- ○-7 ○ 臨牀集報 / 大阪回生病院研究会 1916-1918 32005493
○35- ○ ○-19 日本消化機病学会雑誌 / 日本消化機病学会 1902-1943 32005334
○13- ○ ○-15 中外医事新報 / 日本医史学会 1880-1940 31075976
○40- ○ ○-33 癌 / 癌研究会 1909-1958 32005291
○40- 癌 / 癌研究会, 日本癌学会 1907-1922 31032172 復刻版
○19-27 陸軍軍醫學會雜誌 1886-1894 32005061
○27-42 軍医学会雑誌 / 陸軍軍医学会 1894-1909 31034655
○42- ○ ○ 軍醫團雜志 / 陸軍軍醫團 1909-1943 31076341
○14- ○ ○-19 藥學雜誌 / 日本藥學會 1881-1927;1928-1943 31087887
○20- ○ ○-46 植物學雜誌 / 東京植物學會編輯所 [編] 1887-1964 31077040
○13- ○-9 東京化學會誌 1880-1920 31076497
○30- ○-11 校友会雑誌 / 京都府医学校 1909-1922 31076992
○38- ○ ○-16 治療薬報 / 三共株式会社 1915-1940 31031935
○35- ○ ○-10 神經學雜誌 1902-1935 31076629
○23- ○-5 国家医学会雑誌 / 国家医学会 1898-1916 31076621
○20- ○-19 東京医学会雑誌 / 東京医学会 1903-1944 31076493
○39- ○ ○-24 日本婦人科学会雑誌 / 日本婦人科学会 1913-1944 31034011
○19 人類學會報告 / 人類學會 1886 31076146



明治 大正 昭和 大阪関連 タイトル／著者 生命所蔵年次 書誌ＩＤ 備考

○19-20 東京人類學會報告 / 東京人類學會 1886-1887 31076516
○20-44 東京人類學會雜誌 / 東京人類學會 1988-1911 31076513
○44- ○ ○ 人類學雜誌 1911-1943 31036743
○15- ○-8 成医会月報 / 私立東京慈恵会医院医学専門学校 1916-1919 31076392
○41- ○ ○-4 齒科新報 / 歯科新報社 [編] 1923-1929 31076368
○28- ○ ○-20 細菌学雑誌 / 細菌学雑誌社 1895-1945 31034750
○32-40 日本外科學會誌 / 日本外科學會 [編] 1900-1903 31076300
○40- ○ ○ 日本外科学会雑誌 / 日本外科学会 1908- 31037415
○37- ○-5 日本衞生學會雜誌 / 日本衞生學會 [編] 1904-1916 31076299
○30- ○-10 中央医学会雑誌 / 中央医学会 1918-1921 31075971
○41- ○-14 耳鼻咽喉科京都臨床 / 京都大学医学部耳鼻咽喉科学教室 1909-1925 31076145
○40- ○-1 治療新典 1907-1911 31075960
○35- ○ ○-6 皮膚科及泌尿器科雑誌 / 日本皮膚科学会 1907-1931 31076097
○22- ○ ○ 岡山醫學會雜誌 1914-1927;1927-2004 31041101
○29- ○ ○-17 芸備医事 / 芸備医学会 1916-1935 31032231
○33- ○ ○ 齒科學報 / 東京齒科大学学会 1926- 31037845
○36- ○-2 日本内科学会会誌 / 日本内科学会 1903-1913 31034182
○30- ○ ○-19 大日本耳鼻咽喉科會會報 / 大日本耳鼻咽喉科會 [編] 1907-1944 31075985
○30- ○ ○ 日本眼科學会雜誌 / 日本眼科学会 1901- 31037413
○44- ○ ○ 日本病理学会会誌 / 日本病理学会 1911- 31037404
○38- ○ ○ 英語青年 / 英語青年社 1954-1957 32106126
○21- ○ ○-58 動物学雑誌 / 東京動物學會 1894-1942 31036357
○24-29 藥業雜誌 1891-1896 31036064
○26- ○ ○-15 医海時報 / 医海時報社 1905-1940 31032586
○32-38 産科婦人科学雑誌 / 産科婦人科学雑誌社 1899-1899;1899-1905 31034818
○17-23 ○ 大阪医報 / 大阪医報社 1884-1885 31034634
○44- ○ ○-38 日新醫學 1911-1963 31034250
○28- ○ ○-15 日本医事週報 / 日本医事週報社 1922-1940 31034068
○44- ○ ○-2 内科学雑誌 / 内科学雑誌社 1911-1925 31033904
○27- ○ ○-16 京都医事衛生誌 / 京都医事衛生社 1894-1937 31033633
○37- ○ ○-19 京都医学雑誌 / 京都医学会 1911-1943 31033620
○42- ○-11 熊本医学専門学校校友会雑誌 / 熊本医学専門学校校友会 1910-1922 31033508
○28- ○ ○-17 好生館医事研究会雑誌 / 横井文庫 1930-1940 31033460
○31- ○ ○-46 工業化学雑誌 / 工業化学会 1898-1971 31033319
○45- ○ ○ 関西医界時報 / 関西医界時報社 1925-1938 31032963
○27- ○ ○-18 順天堂醫事研究会雜誌 1896-1921 31032815
○25- ○-7 日本醫事雜誌索引 1892-1912 31034069
○11- ○ ○ 醫事新聞 1897-1930 31032523
○31- ○ ○ 兒童研究 / 教育研究所 1916-1941 31032514
○12- 医事集談 / 医事会社 1879-1880 31032472



明治 大正 昭和 大阪関連 タイトル／著者 生命所蔵年次 書誌ＩＤ 備考

○35- ○ ○-5 治療新報 / 治療新報社 1902-1930 31031937

○11-16 ○ 刀圭雑誌 / 刀圭雑誌社 1878-1883 31035495
関連後誌：緒方病院医事研究
会申報；大阪興医学社月報；
大阪医学研究会雑誌

○34- ○ ○-19 ○ 大阪醫學會雜誌 / 大阪醫學會 1901-1944 31034552
関連前誌：医事会報；大阪興
医雑誌；大阪医学研究会雑誌

○42- ○-10 刀圭新報 / 日本医師協会 1909-1918 31035488
○ ○ ○ 法定傳染病統計 = Statistics of notifiable infectious diseases 1924 32109046 統計

○32-37
日本帝國人口動態統計. 原表ノ部 / 内閣統計局編纂 =
Mouvement de la population de l'empire du Japon. Tableaux /
Bureau de la statistique generale

1901-1904 32109649 統計

○38-45
日本帝國人口動態統計. 實数及比例 / 内閣統計局編纂 =
Mouvement de la population de l'empire du Japon. Nombre absolu
et proportion / Bureau de la statistique generale

1905-1912 32109650 統計

○19- ○ ○-11 日本帝國統計年鑑 / 内閣統計局編纂 1914-1936 31034286 統計
○39-41 日本帝國死因統計 / 内閣統計局 1906-1908 32106511 統計

○42- ○-7

日本帝國死因統計. 第1編, 府縣北海道 / 内閣統計局編纂 =
Statistique des causes de deces de L'Empire du Japon. Tome 1,
Fu, Ken et Hokkaido ou districts / Cabinet Imperial. Bureau de la
statistique generale

1909-1912;1913-1918 32106512 統計

○42- ○-7

日本帝國死因統計. 第2編, 人口五萬以上ノ市及區 / 内閣統計局
編纂 = Statistique des causes de deces de L'Empire du Japon.
Tome 2, Shi et Ku ou grandes cites de plus de 50,000 habitants /
Cabinet Imperial. Bureau de la statistique generale

1909-1912;1913-1918 32106513 統計

○10- ○-15 日本化學總覽. 第一集 1877-1926 31034098

○44- ○ ○-20
The Science reports of the Tohoku Imperial University. Ser. 1,
Mathematics, physics, chemistry = 東北帝國大学理科報告. 数學,
物理學, 化學

1911-1917 32001483

○20-42
Mitteilungen aus der Medizinischen Fakultat der Kaiserlichen
Japanischen Universitat = 帝國大學紀要. 醫科

1887-1909 31066029

○43- ○ ○-15
Mitteilungen aus der Medizinischen Fakultat der Kaiserlichen
Universitat zu Tokyo = 東京帝國大學醫科大學紀要

1910-1940 31066031

○30- ○ ○-58
Annotationes Zoologicae Japonenses / Societaties Zoologicae
Tokyonensis

1897-1938 31056877


