
※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
○6- 日本歯科学会分科綜合大会会誌 / 日本歯科学会 1931 32108270

○44- ○ ○-4 日本歯科学会会誌 / 日本歯科学会 1923 32105229
○5-18 學童の保健 / 日本学童保健協会 1935-1939 32105226

○31- ○ ○-19 ○ 通俗衛生 / 大阪府衛生会 1918-1931;1936-1940 32006082
○11- ○ 幼児衛生 / 大阪府衛生会 1938 32105224
○11- 東京市立病院療養所業績年報 / 東京市役所 1937 32105220

○12-? ○-17 ○ 武田時報 / 武田時報社 1930 32105218
○21-47 ○ 武田藥報 / 武田藥品工業株式會社 [編] 1948-1958 31035382
○3-20 青年図書館員聯盟会報 / 青年図書館員聯盟 1929-1939 32105217
○1-2 産業醫學 / 産業醫學會編輯 1926 32105214
○4-19 ○ 臨牀齒科 1929-1944 32105213 復刻版
○10-18 ○ 大阪帝国大学工学部研究報告 1935-1941 32105212 阪府中之島に全巻所蔵
○ 日本醫事年鑑 / 日本醫事新報社 1940 32105197 日本医事新報臨時増刊

○10- ○ 日本醫事新報 / 日本医事新報社 1924- 31037424
○18- 日本法医学会総会会誌 / 日本法医学会 1943 32105196
○22-28 抗菌物質研究 / 京都大学医学部外科教室抗菌物質談話会 1948-1949 32105189

○11-12 実際医学 / 実際医学社 1922-1923 32105171 東大医に全巻所蔵
○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

○9-26 日本醫學會會誌 / 日本醫學會 1934-1951 32104513
○2-11 救濟研究 1917-1922 32101946 複製版

○7-9 本草 1932-1934 32101940
○16-36 科學史研究 / 日本科學史學會 1951-1961 31088248
○16-36 科學史研究 / 日本科學史學會 1941-1961 32101924 覆刻版

○6-14 醫學及醫政 = Medizinische Wissenschaft und Politik 1920-1925 32006753
○14- ○-11 醫文學 / 醫文學社 1925-1936 31032556

○2-
皮膚科紀要モノグラフ. B, 黴毒学研究双書 / 京都大学医学部皮
膚科教室皮膚科紀要編集部

1933-1934 32006100

○10- ○ ○-15 東京醫事新誌 1877-1940 32006099 九大医に全巻所蔵
○15-18 日本醫學及健康保險 1940-1943 31076293
○21 国民医療 / 日本医療団 1946 32006097

○23-33
Journal of the American Medical Association / ジャーナルAMA日
本版刊行会

1948-1958 32006095 日本版

○2-14 同仁 1927-1939 32006086
○5-14 同仁醫學 1930-1939 31032029
○14-20 同仁會醫學雜誌 1939-1944 31032014
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○45- ○ ○-11 日本之醫界 1920-1934 32006083
○4-9 成医会臨床 / 東京慈恵会医科大学 1930-1934 32006081

○13-17 國民醫學 1941-1942 32006080
19巻7号は,健民医学1巻1号を
合冊

○43- ○ ○-13 臨床月報 1910-1937 31076350
○13-16 今月の臨床 / 臨床月報社 1939 32006016
○14-16 診療の実際 / 診療の実際社 1940 31035052
○16-18 臨牀文化 / 医薬聯合社 1943 32006066

○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

○21-25 臨牀歯科學報 / 臨牀歯科學報社 1947-1948 32006065
『歯科学報』休刊期間中
[49(昭19)-50(25)]の代替誌

○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

○15-19
福岡醫學雜誌 = Hukuoka acta medica : Hukuoka-igaku-zassi / 九
州帝國大學醫學部雜誌部 [編]

1940-1944 32006061

○2-19 醫學研究 / 大道学館出版部 1927-1944 31039560
○2-19 九大醫報 1927-1942 32004673

○25- ○-12 研瑶会雑誌 / 長崎医学専門学校研瑶会 1902-1922 31033202
○12- ○-19 長崎醫學會雜誌 / 長崎醫學會 1924-1944 32005691

○29- ○-13 鎭西醫報 / 鎭西醫報社 [編] 1916-1919 31031690
○14- ○-19 熊本醫學會雜誌 / 熊本醫學會 1924-1944 32004674
○13- ○-19 實地醫家ト臨牀 / 大道學館出版部 1924-1943 31076415

○19- 臨牀ト研究 / 大道學館出版部 1944-2000 31037661
○22- 熊本醫學會雜誌 / 熊本醫學會 [編] 1949-2000 31040298
○22- 福岡醫學雜誌 / 福岡医学会 [編] 1947- 31036403
○24- 醫學研究 1949-1993 31039560

○24- 九大醫報 1959-1980 31040398
同大学同学部同窓会誌とし
て、『學士鍋』(AN10448654)も
あり

○23- 長崎醫學會雜誌 : Nagasaki Igakkai zasshi 1948- 31040687
○13- ○-12 病理學紀要 / 愛知醫科大學病理學教室 1924-1936 32006060
○13- ○-5 テラピー 1926-1930 31035445

○6-7 治療医学 1931-1932 31076980
○8-13 テラピー 1933-1937 32006036

○10- ○-24 学校衛生 / 帝国学校衛生会 1921-1937 32006035
○ ○ ○ 大阪醫事新誌 1935-1937 32005998 原著版

○13-14 ○ 新興醫學 1938-1939 32005963
○7-14 ○ 臨牀日本醫學 1934-1939 32006031 原著版
○15-18 ○ 中央醫學 / 中央醫學社 1940-1942 31031714
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○5-18 ○ 大阪醫事新誌 : Osaka ijishinshi / 大阪醫事新誌社 1930-1943 31034623
○ ○-17 現代の醫學 / 現代之醫學社 [編] 1923-1939 31032146
○10- ○-18 ○ 實驗治療   　　　　（実験治療） 1921-1941 31039644
○ ○ ○ 醫界之進歩 1925-1937 31032558 後誌：臨牀医報

○4-16 ○ 關西醫事 1929-1929;1931-1939 31076443 後誌：臨牀医報

○16-18 ○ 臨牀医報 / 日本臨牀医学社 1941-1943 31034693
前誌：關西醫事、醫界之進歩
後誌：日本臨床

○9-17 臨牀と薬物 / 臨牀と薬物社 1939-1940 31034734

○18- ○ 日本臨牀 / 日本臨牀社 [編] 1943- 31037486
1年に数回、「別冊」「増刊号」
「特別号」などの名称でモノグ
ラフを刊行

○22- ○ 實驗治療 = The experimental therapy 1949-1971 32005962
○15- ○-19 臨牀産科婦人科 / 慶応義塾大学医学部産婦人科教室 1926-1944 32006030

○22-24 臨床医報 / 臨床医報社 1948-1949 32006029
○7- 兵庫縣立児童研究所報告 1937-1938 32006027

○24-26
兵庫縣立醫科大學紀要 = Bulletin of Hyogo Prefectural Medical
College, Kobe

1949-1951 32006026

○8-18 皮膚と泌尿 / 九州帝國大學醫學部皮膚科泌尿器科教室 1933-1943 32006025
○9- ○-19 治療及處方 / 治療及處方社 1920-1944 31075965

○2-16 臨牀小兒科雑誌 / 小兒科研究會 [編] 1927-1941 31034677
○16-19 内科及小兒科 / 内科及小兒科社 1941-1943 31033908
○19- 治療 / 南山堂書店 [編] 1947- 31036222
○2-15 脳 / 精神衛生学会 1927-1939 32006023
○15-19 精神と科學 / 精神衛生学会 1943 31034895
○22-29 雙胎々兒の解剖學的研究 1951-1954 32006022
○24-26 基礎醫學生体の科學 / 日本醫學雜誌株式會社 1951 32006021

○43- ○ ○-13 臨床月報 1910-1937 31076350
○13-16 今月の臨床 / 臨床月報社 1939 32006016
○14-16 診療の実際 / 診療の実際社 1940 31035052
○16-18 臨牀文化 / 医薬聯合社 1943 32006066

○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
○12-16 国民保健 / 日本国民保健協会 1940 32006001

○7- ○ 結核雑誌 / 結核雑誌社 1918-1929 32006000
○38- ○ ○-15 眼科臨床醫報 / 北越眼科研究会 1914-1940 32005999

○6./7- ○-15 実験眼科雑誌 / 実験眼科雑誌社 1917-1940 31032529
○4- ○-15 中央眼科医報 / 中央眼科医報社 1922-1940 31031712

○16-21 綜合眼科雑誌 / 眼科臨床医報社 1941-1946 31076408
○21- 眼科臨床醫報 / 眼科臨床醫報社 1946-2001 31032247
○21-25 応用菌学 / 北海道帝国大学応用菌学教室 1947-1950 32005997
○21-22 医学と民生 / 医学出版社 1946-1947 32005995
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○22-35 ○ 衛生統計年報 / 大阪府衛生部 1949-1960 32005994 統計
○-19 産婆之友 / 秋山産婆学会 1938 32005961
○15-22 ○ 産業科学研究所研究報告 / 大阪帝国大学産業科学研究所 1940-1947 32005959 5(昭22)以降は欧文誌

○23- ○
Memoirs of the Institute of Scientific and Industrial Research,
Osaka University / Institute of Scientific and Industrial Research,
Osaka University

1948-1993 31065673

○7- ○-12 兒童研究所紀要 / 兒童研究所 1918-1927 32005937
○2-19 口腔病學會雜誌 1927-1944 32005935

○30- ○-6 十全會雜誌 / 第四高等學校十全會 [編] 1916-1917 31076153
○6-12 金澤醫學專門學校十全會雜誌 / 金澤醫學專門學校十全會 [編] 1917-1923 31076165
○12-13 十全會雜誌 / 金澤醫科大學十全會 [編] 1923-1924 32005934
○13- ○-22 金澤醫科大學十全會雜誌 1924-1944 31076164

○23-34
十全醫學會雜誌 = The journal of Juzen Medical Society / 金澤醫
科大學十全醫學會 [編]

1950-1959 32005924

○14- ○-8 醫政(復活) / 日本医師会 1925-1933 31076133
○8-12 醫政 / 日本醫師會出版部 1933-1936 32005931
○12- 日本醫師會雜誌 / 日本医師会 1937- 31037425
○8-18 植物及動物 / 養賢堂 [編] 1933-1943 32005784

○12- ○-19 北海道醫學雜誌 / 北海道醫學會 [編] 1923-1944 32005723
○18-25 金澤醫科大學結核研究所年報 / 金澤醫科大學結核研究所 1949-1950 32005685
○10- 人口問題 / 人口問題研究會 [編輯] 1937 32002474

○42- ○-7 ○ 臨牀集報 / 大阪回生病院研究会 1916-1918 32005493
○8- ○ ○ 大阪回生病院臨牀集報 / 大阪回生病院 1919-1921;1934-1941;19 31041173

○3-20 耳鼻咽喉科 / 医学書院 1928-1943 32005412
○21-22 臨牀耳鼻咽喉科 / 日本醫學雜誌株式會社 1946-1947 32005413
○23-62 耳鼻咽喉科 / 医学書院 1948-1987 31036714

○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

○3-15 中外醫事新報 / 日本医史学会 1928-1940 32005325 複製版
○16- 日本醫史學雜誌 / 日本醫史學會 [編] 1942-1943;1972- 31038278
○16- 日本医史学雑誌 / 日本医史学会 1941-1944 31083636 複製版

○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

○13-37 日本臨床外科医会雑誌 / 日本臨床外科医会 1954-1962 32005132
○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

○23-29 でんす / 歯学協会 1952-1954 32004969
○21-33 醫學のあゆみ 1946-1958 32004735

○1- ○-19 医事公論 / 医事公論社 1922-1943 32004589
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○3 金澤犯罪學會雜誌 = Archiv fur Kriminologie / 金澤犯罪學會 [編] 1928 32003848
○4- 犯罪學雜誌 / 日本犯罪學會 1929-1941 31036626
○10- 愛育 / 母子愛育会 1993 32001885

○14- ○ ○-19 藥學雜誌 / 日本藥學會 1881-1927;1928-1943 31087887
○19-21 薬学雑誌. 甲號 / 日本薬学会 1946 31087888

○22-
藥學雜誌 = Journal of the Pharmaceutical Society of Japan / 日
本薬学会

1956- 31038126

○10-23 民族學研究 / 日本民族學會編輯 1943-1946;1947-1948 31087164
○13- ○-19 大日本齒科醫學會々誌 / 大日本齒科醫學會 [編] 1925-1931;1932-1943 31077077

○20- ○ ○-46 植物學雜誌 / 東京植物學會編輯所 [編] 1887-1964 31077040

○19-51 ○ 醗酵工學雑誌 / 大阪醸造學會 [編] 1950-1976 31077002
前誌「釀造學雜誌」は吹田の
み所蔵

○13- ○-9 東京化學會誌 1880-1920 31076497
○10- ○-22 日本化學會誌 / 日本化學會 1921-1943 31077001

○24-33 科學研究所報告 / 科學研究所 [編] 1955-1958 31076999
○23-35 東京医事新誌 = Tokyo medical journal / 東京医事新誌局 1951-1959 31076994

○22-23
ペニシリン / 日本ペニシリン學術協議會 [編] = Journal of
penicillin / Japan Penicillin Research Association

1947-1948 31076333

○23-25
ペニシリンその他抗生物質 / 日本ペニシリン学術協議会 [編] =
Journal of antibiotics / Japan Penicillin Research Association

1950 31076993

○30- ○-11 校友会雑誌 / 京都府医学校 1909-1922 31076992
○11 学友会雑誌 / 京都府立医科大学学友会 1922 31076072
○12 京都府立医科大学学友会雑誌 / 京都府立医科大学学友会 1923 31076246
○12- ○ 京都府立医科大学雑誌 / 京都府立醫科大學學友會 1923-1926;1927- 31033751

○24-53 農林省家畜衛生試験場研究報告 / 農林省家畜衞生試驗場 1950-1978 31076988
○11-16 医人 / 医人社 1937 31076978

○13- ○-16 新治療 / ラジウム製薬 1924-1941 31034762
○38- ○ ○-16 治療薬報 / 三共株式会社 1915-1940 31031935

○15-41 日本直腸肛門病學會雑誌 / 日本直腸肛門病學會 1940-1966 31076703
○13- ○-14 労働科学研究 / 労働科学研究所 1924-1939 31076494

○15 産業医学 / 日本労働科学研究所 1940 31076690
○15- 労働科学 / 日本勞働科學研究所 1940- 31037675
○1-18 日本生化學會會報 1825-1943 31076640
○19-22 日本生化学会誌 1944-1947 31076666
○23- 生化學 / 日本生化學會 [編] 1948- 31037751
○21-37 高峰研究所年報 / 三共株式会社高峰研究所 1946-1962 31076657

○35- ○ ○-10 神經學雜誌 1902-1935 31076629
○10- 精神神經學雜誌 = Psychiatria et neurologia Japonica 1935- 31037764

○23- ○-5 国家医学会雑誌 / 国家医学会 1898-1916 31076621
○6-13 国家医学雑誌 / 国家医学会 1917-1924 31076619



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

○13- ○-7 社會医学雑誌 / 社会医学雑誌発行所 1924-1932 31034986
○20- ○-19 東京医学会雑誌 / 東京医学会 1903-1944 31076493

○6- ○-6 歯科医報 / 歯科医報社 1926-1931 31076603
○6-15 新歯科医報 / 新歯科医報社 1931-1940 31035064

○13- ○-15 日本口腔衛生 = Japan oral hygiene / 日本口腔衛生社 1933-1939 31034153
○15- 日本齒科評論 1940- 31037505

○3-14 近世医学 / 近世医学社 1917-1925 31076596
○15- 診断と治療 / 診断と治療社 1926- 31037863
○4-5 近畿婦人科會々報 / 近畿婦人科會 1915-1916 31076587
○5-8 近畿婦人科學會々報 / 近畿婦人科学会 1916-1919 31076590
○12- ○-11 近畿婦人科学会雑誌 / 近畿婦人科学会 1925-1935 31076594

○11-23 産科婦人科紀要 / 産科婦人科医学会事務所 1936-1944 31034819
○39- ○ ○-24 日本婦人科学会雑誌 / 日本婦人科学会 1913-1944 31034011

○24- 日本産科婦人科學會雜誌 / 日本産科婦人科学会 1949- 31037496
○23 脳及神経 = Brain and nerve 1948 31076570
○24-54 脳と神経 = Brain and nerve 1949-1949;1950-1979 31037573
○23-25 腦研究 / 腦談話會 1948-1950 31076569

○24-37
日本薬剤師協会雜誌 = The journal of the Japanese
Pharmaceutical Association

1950-1962 31076568

○14- ○-18 日本藥物學雜誌 / 日本藥物學雜誌編輯局 1925-1943 31076565
○19- 日本薬理学雑誌 / 日本薬理学会編集部 1944- 31037524

○3- ○-16 日本鉄道医協会雑誌 / 日本鉄道医協会 1914-1935 31076562
○9-10 ○ 實驗鍼灸醫學誌 / 日本經穴治方學會 [編] 1935 31076560
○１1- ○ 東邦醫學 / 東邦醫學社 [編] 1936 31035726
○5-47 浴風園調査研究紀要 / 浴風会 [編] 1949-1972 31076554

○14- ○-16 ○ 大阪市立衛生試験所報告 / 大阪市立衛生試験所 1927-1931 31076528
○19 人類學會報告 / 人類學會 1886 31076146
○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

○24-40 東京學藝大學研究報告 1957-1960 31076507
○4-18 ○ 薬業往来 / 薬業往来社 1932-1943 31076501
○18-22 ○ 薬事科学 / 薬事往来社 1945-1947 31076503
○22-43 ○ 薬学研究 / 薬業往来社 1948-1968 31036079
○7-18 ○ 大阪高等医學専門學校雑誌 / 大阪高等医學専門學校医學會 1932-1943 31076500
○9-18 日本藥學會藥劑長會年報 / 日本藥學會藥劑部長會 [編] 1934-1943 31076496
○13-17 東京医学専門学校雑誌 / 東京医学専門学校医学会 1938-1940 31076486
○22- 東京醫科大學雜誌 / 東京醫科大學醫學會 1947- 31042186

○10-15 東洋歯科月報 1926 31076481
○2-38 歯科月報 / 日本大学歯学会 1927-1963 31076365
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○21-24 臨牀皮膚泌尿科 1946-1949 31076449
○24-41 臨牀皮膚泌尿器科 1949-1953 31076468
○27-34 ○ 理科報告 / 大阪大学南校, 大阪大学北校 [編] 1957-1959 31076450
○6-18 東京女医学会雑誌 / 東京女医学会 1931-1941 31076450
○18-26 女子医学研究 / 日本女子医学研究会 1951 31076147
○7-8 臨床病理血液学雑誌 1932-1933 31076435

○8-12
臨床病理学血液学雑誌 / 名古屋医科大学勝沼内科教室臨床病
理学血液学雑誌編輯部

1933-1936 31034820

○12- 日本血液學會雜誌 / 日本血液學會 1937-1990 31037439

○23-28 臨牀 / 臨牀社 1948-1953 31076420
6巻1号-6巻9号までは臨床と
診療の二本立て

○10-28 兒科診療 = Jika shinryo 1949-1953 31076417
○13- ○-12 生理學研究 / 國民生理學研究會 [編] 1924-1936 31076401

○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
○8- ○-26 成医会雑誌 / 東京慈恵会医科大学 1922-1922;1922-1951 31076388

○24-26 成医会雑誌. 原著号 / 東京慈恵会医科大学 1950-1951 32105215
○23-26 放射能泉研究所報告 / 岡山医科大学放射能泉研究所 1948-1951 31076386

○41- ○ ○-4 齒科新報 / 歯科新報社 [編] 1923-1929 31076368
○4-16 日本齒科學會雜誌 / 日本齒科學會雜誌社 [編] 1929-1935 31076310
○11-18 ○ 大阪日赤醫學 / 日本赤十字社大阪支部病院醫學研究會 [編] 1936-1942 31034467
○21-29 ○ 博愛醫學 / 大阪赤十字病院研究科 [編] 1946-1954 31076367

○11-17 ○
株式會社武田長兵衞商店研究部年報 = Jahresbericht des
Wissenschaftlichen Laboratoriums der Firma Takeda-Chobei / 武
田長兵衞商店研究部 [編]

1936-1942 31076184

○18-44 ○ 武田研究所年報 / 武田薬品工業株式会社研究所 1950-1969 31076362

○10- ○-22
體性 = Das Geschlecht : biologisch und social / 日本性病豫防協
會 [編]

1921-1940 31076348

○23-41
性病 : 日本性病豫防協會機關雜誌 : the Japanese journal of the
venereal diseases / 日本性病豫防協會 [編]

1959-1966 31076361

○5-51 ○ レプラ / 日本癩学会 1930-1976 31076355
○11- ○-18 理化學研究所彙報 / 理化學研究所 1922-1943 31076342

○11-11 ○ 大阪放射線技術者會雜誌 1936 31076334
○11- ○ 日本放射線技術學會雜誌 1937-1939 31037421
○22- 日本放射線技術學會雜誌 / 日本放射線技術學會 [編] 1969-2005 31034053
○23-30 ○ 大阪女子医科大学雑誌 / 大阪女子医科大学医学会 1948-1955 31076329
○24-40 農学研究所彙報 / 東北大学農学研究所 1956-1961 31076327
○15-34 日本臨牀結核 / 日本臨牀結核社 1943-1953 31076324

○1- ○-2 日本泌尿器病學會雜誌 / 日本泌尿器病學會 [編] 1913-1927 31076322
○3- 日本泌尿器科學會雜誌 / 日本泌尿器科學會 [編] 1928- 31037419

○4- ○-3 日本微生物學會雜誌 / 日本微生物学会 1916-1928 31076321
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○3-19
日本微生物學病理學雜誌 = Japanische Zeitschrift fur
Mikrobiologie und Pathologie / 日本微生物学会

1928-1944 31034195

○28- ○ ○-20 細菌学雑誌 / 細菌学雑誌社 1895-1945 31034750
○7- ○-19 実験医学雑誌 / 東京帝国大学伝染病研究所学友会 1921-1943 31032530

○１9- 日本細菌学雑誌 / 日本細菌学会 1944- 31037494
○10-20 日本循環器病學 / 日本循環器病學會 [編] 1935-1945 31076313

○22-34
日本循環器學誌 = The Nippon journal of angio-cardiology / 日本
循環器學會 [編]

1947-1959 31037429

○24-25
日本海員掖濟會醫學雜誌 = The medical journal of the Japan
Seamen Aid Association

1949-1950 31076308

○7-27 日本矯正歯科学会会誌 / 日本矯正歯科学会 1952 31076307
○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

○5- ○-18 衞生學傳染病學雜誌 / 日本衞生學會 [編] 1916-1943 31031970
○12- ○-19 國民衛生 / 日本豫防醫學會 1923- 31033305

○21- 日本衞生學雜誌 / 日本衛生学会 [編] 1946- 31037410
○10-36 日本温泉気候学会雑誌 1936-1961 31076296

○15- ○-44 日本伝染病学会雑誌 1926-1969 31076286
○2- 新潟医科大学病理学教室研究報告 1930-1937 31076266

○14- ○-2 内分泌學雑誌 / 内分泌学会 1925-1927 31076263
○3- 日本内分泌学会雑誌 / 日本内分泌学会 1927- 31034181

○30- ○-10 中央医学会雑誌 / 中央医学会 1918-1921 31075971
○11- ○-10 愛知医学会雑誌 / 愛知医学会 1922-1935 31075944

○11-26 名古屋医学会雑誌 / 名古屋医学会 1936-1951 31076255
○11-17 九州医学専門学校医学会雑誌 / 九州医学専門学校医学会 1936-1942 31076238
○18-19

九州高等医学専門学校医学会雑誌 / 九州高等医学専門学校医
学会

1943-1944 31076237
○21- 久留米醫學會雜誌 / 久留米醫學會 1946- 31040322
○22-26

九州大学温泉治療学研究所研究彙報 / 九州大学温泉治療学研
究所

1950-1951 31076236
○7- ○-26 九州医学会会誌 1929-1935 31076233

○２0-24 鹿兒島醫學專門學校學術報告 / 鹿兒島醫學專門學校 [編輯] 1945-1949 31076177
○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

○14- ○ 耳鼻咽喉科臨床 / 耳鼻咽喉科臨床会 1925- 31036715
○40- ○-1 治療新典 1907-1911 31075960

○2-6 實際醫學新報 / 治療新報社 [編] 1913-1917 31076143
○6-7 實際醫學 / 實際醫學新報社 [編] 1917-1918 31032571
○4-11 千葉医学専門学校雑誌 / 千葉医学会 1916-1922 31031647
○12- ○-48 千葉医学会雑誌 / 千葉医学会 1923-1973 31075957
○2-13 南満医学会雑誌 / 南満医学会 1918-1924 31033925
○12-13 東洋醫學雜誌 1923-1924 31076459
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○14- ○-20 滿洲醫學雜誌 / [滿洲醫學會] 1925-1944 31033679
○5-13 南満医学堂論鈔 1919-1924 31075947

○1-2 満洲医科大学論鈔 / 満洲医科大学 1926-1927 31033680

○24-47
食糧研究所研究報告 = Report of the Food Research Institute /
食糧廳食糧研究所

1955-1972 31075702

○2-34
皮膚科紀要モノグラフ. A, 皮膚科学研究双書 / 京都大学医学部
皮膚科教室皮膚科紀要編集部

1959 31075053

○35- ○ ○-6 皮膚科及泌尿器科雑誌 / 日本皮膚科学会 1907-1931 31076097

○6-16
皮膚科泌尿器科雜誌 = Japanese journal of dermatology and
urology / 日本皮膚科學會

1931-1941 31042906

○17-31 皮膚科性病科雑誌 / 日本皮膚科学会 1942-1954 31076098
○23- 米子医学雑誌 / 米子医学会 1948- 31042551

○23-
横濱醫學 = Journal of Yokohama Medical Association / 横濱醫學
會 [編]

1948- 31042534

○21-
東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research
Institute, University of Tokyo / 東京大學地震研究所 [編]

1965 31042139

○5- ○ 東北医学雑誌 / 東北医学会 1916- 31042040
○24- 逓信医学 = The Teishin igaku / 逓信医学協会 1949- 31041958
○14- 昭和醫學會雜誌 / 昭和醫學專門學校學士會 1940- 31041829
○24- 齒學 = Odontology / 日本齒科大學齒學會 [編] 1949- 31041620

○17-
生研時報 : seiken zihou : report of the Kihara Institute for
Biological Research / 木原生物学研究所 [編]

1966-1986 31041481

○22- ○ ○ 岡山醫學會雜誌 1914-1927;1927-2004 31041101
○2- 日本醫科大學雜誌 1931-1999 31040882
○12- 日大醫學雜誌 / 日本大學醫學會 1937- 31040787
○22- 環境醫學研究所年報 / 名古屋大學環境醫學研究所 1947-1949;1951-1990 31040713

○-
名大分院年報 = Annual reports of the Nagoya University Branch
Hospital / 名古屋大学医学部附属病院分院

1984-1992 31040501

○24- 九州神経精神医学 / 九州神経精神医学会 [編] 1957- 31040461
○8-

九州齒科學會雜誌 : Kyushu-Shika-Gakkai-zasshi / 九州齒科學
會

1951- 31040460
○15- ○ 倉敷中央病院年報 1926-1990 31040315

○22- 交通医学 / 日本鐵道醫學會 1955- 31040261
○21-58 抗酸菌病研究雑誌 / 抗酸菌病研究会 1946-1983 31040252

○10- ○ 慶應醫學 / 慶応醫學會 1921- 31039760
○15- 人口問題研究 / 厚生省人口問題研究所 [編纂] 1973-1989;1989-1998 31039673
○21- 研究資料 / 厚生省人口問題研究所 [編] 1964-1996 31039624
○23-24 岩手醫學會雜誌 / 岩手醫學會 [編] 1948-1949 31076134
○24- 岩手醫學雜誌 = Iwate igaku zassi / 岩手醫學會 [編] 1949- 31039606

○23-
北海道醫學雜誌 = Acta medica Hokkaidonensia / 北海道醫學會
[編]

1948- 32005723
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○29- ○ ○-17 芸備医事 / 芸備医学会 1916-1935 31032231

○23-
廣島醫學 = Journal of Hiroshima Medical Association / 廣島醫學
會 [編]

1948- 31038981

○12- ○ 皮膚科紀要 : 皮膚病学黴毒学及泌尿器病学 1923-1999 31038930
○16- 榮養學雑誌 / 國民榮養部研究會 1948-1979 31038767
○18- 有機合成化学協会誌 / 有機合成化学協会 1943-1975 31038149
○22- 手術 1947- 31037966
○23- 小児科臨床 / 日本小児医事出版部 1948- 31037956
○21-59 自然 / 中央公論社 1947-1984 31037914

○3-14 近世医学 / 近世医学社 1917-1925 31076596
○15- 診断と治療 / 診断と治療社 1926- 31037863
○11- ○-15 日本之歯界 / 歯苑社 齒苑 / 齒苑會 31034288

○15-19 歯科公報 / 歯科公報社 1940-1944 31035223
○21- 歯界展望 / 医歯薬出版 1947-2002 31037847
○21-53 歯科時報 / 歯科時報社 1956-1978 31035221
○22- 臨牀齒科 / 臨牀齒科社 1948-1992 31034772

○33- ○ ○ 齒科學報 / 東京齒科大学学会 1926- 31037845
○8- 産科と婦人科 / 診断と治療社 1933- 31037735
○24- ○ 産婦人科の進歩 / 近畿産科婦人科醫會 1969- 31037728
○24- 産婦人科の世界 1949- 31037727
○21- ○ 新醫學 1946- 31037719
○24- 労働の科学 / 勞働科學研究會 1966- 31037678
○21- 臨牀外科 1947- 31037644
○22- 臨牀眼科 1947- 31037643
○21- 臨牀婦人科産科 1947- 31037642
○7- 應用物理 / 應用物理談話會 1955-1975 31037591

○7-
日本水産學會誌 / 日本水産學會 [編] = Bulletin of the Japanese
Society of Scientific Fisheries / the Japanese Society of
Scientific Fisheries

1992-1993 31037518

○23- 日本歯科医師会雑誌 / 日本歯科医師会 1953- 31037506
○14- 條件反射 / 慶應義塾大学医学部生理学教室條件反射編輯部 1940-1942 31032924
○11- 日本生理学雜誌 / 日本生理学会 1936- 31037500

○15- 日本整形外科學會雜誌 / 日本整形外科學會 [編] 1926- 31037499
○14- 日本音響学会誌 / 日本音響学会 [編] 1967-1922 31037478

○13- ○
日本農藝化學會誌 = Journal of the Agricultural Chemical Society
of Japan

1926-1993 31037467

○36- ○-2 日本内科学会会誌 / 日本内科学会 1903-1913 31034182
○2- ○ 日本内科学会雑誌 / 日本内科学会 1913- 31037463

○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
○22- 日本耳鼻咽喉科學會會報 / 日本耳鼻咽喉科學會 [編] 1947- 31037427
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○8-15 ○ 日本放射線医学会雑誌 / 日本放射線学会 1933-1940 31034055
○12- ○-15 日本レントゲン学会雑誌 / 日本レントゲン学会 1925-1940 31034249

○15- 日本醫學放射線學會雜誌 / 日本醫學放射線學會 [編] 1940-2005 31037423
○23- 日本法医学雑誌 1948-1996 31037420

○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

○2- ○-19 北越醫學會雜誌 / 北越醫學會 [編] 1917-1944 31076108
○21- 新潟醫學會雜誌 / 新潟醫學會 [編] 1946-1979 31037391
○6- 民族衞生 / 日本民族衞生學會 1931-2001 31037343
○２0- 金属 / アグネ社 1952-2000 31037072

○12- ○ 結核 / [日本結核病學會編] 1923-1991 31036979
○21- 看護學雜誌 / 醫學書院 [編] 1946- 31036903
○24- 看護 / 日本看護協会 1956- 31036902
○3- 解剖學雜誌 / 日本解剖學會 [編] 1928- 31036852

○23-
化学と工業 / 日本化学会 = Chemistry and chemical industry /
the Chemical Society of Japan

1991- 31036845

○22- 化學の領域 : 總合學術雜誌 1947-1983 31036838
○16- 科学朝日 1954-1996 31036818
○6- 科學 / 岩波書店 1951- 31036817
○21- 医療 / 医療同好会 [編] 1949- 31036705
○17-19 醫學と生物學 / 醫學生物學速報會 1942-1944 32004590
○21- 醫學と生物學 / 醫學生物學速報會 1946- 31036690

○10- ○-36 遺傳學雜誌 / 日本遺傳學會 [編] 1943-1953 31036682
○12- 外科 1937- 31036456

○24-
栄養と食糧 = Journal of Japanese Society of Food and Nutrition
/ 榮養・食糧學會 [編集]

1949-1982 31036377

○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- 病院 / 医学書院 1951- 31036168
○23- ○ ビタミン / 學術研究會議ビタミンB研究特別委員會編 1951- 31036120
○22-25 薬学 / 南山堂 1948-1950 31036081

○24-29 藥業雜誌 1891-1896 31036064
○24-26 山口医学会雑誌 / 山口医学会 1949-1951 31036056
○2-7 東西医学大観 / 東西医学社 1927-1932 31035807
○9-18 東西医学 / 東西医学社 1934-1940 31035834
○24-43 年報 / 東京都立衛生研究所 1950-1968 31035756
○24-51 東京都立衛生研究所事業月報 / 東京都立衛生研究所 1950-1964 31035754
○9-10 ○ 實驗鍼灸醫學誌 / 日本經穴治方學會 [編] 1935 31076560
○11-19 ○ 東邦醫學 / 東邦醫學社 [編] 1936 31035726
○7-23 東京工業大學學報 / 東京工業大學 1934-1943 31035665
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○5- ○-19 東京顕微鏡学会雑誌 1916-1944 31035662
○10- 生態学研究 / 東北大学理学部 [編] 1951-1971 31035627
○8- 東亜医報 1936-1962 31035477
○18 東亜医学会会誌 / 東亜医学会日本部会 1943 31035476
○2-16 グレンツゲビート 1927-1941 31032228

○26- ○ ○-15 医海時報 / 医海時報社 1905-1940 31032586
○9-15 週刊医界展望 / 医界展望社 1937-1938 32006018
○11-15 内外醫報 / 内外醫報社 1936-1940 31033897
○15-18 醫界週報 / 醫界週報社 1940-1942 31032476

○3- ○-19 実験医報 / 実験医報社 1914-1944 31032531
○8-18 臨牀の日本 / 金原商店 1934-1941 31034679
○20-39 綜合医学 / 医学書院 1946-1964 31035447
○21-39 臨牀内科小兒科 1946-1964 31034754
○14-18 大邱医学専門学校雑誌 / 大邱医学専門学校 1939-1943 31035335
○4-15 體育研究會々誌 / 山海堂編輯所 [編] ; 體育研究所監修 1937-1938 31035331
○8- 小児保健研究 / 日本小児保健協会 1935- 31035272
○24-33 昭和医科大学紀要 / 昭和医科大学 1949-1958 31035267

○5- ○-15 ○ 齒海公論 / 齒海公論社 1932-1938 31035225
○5- ○ 歯科医学 / 大阪歯科学会 1939- 31035199
○19-28 歯科学雑誌 / 歯科学雑誌刊行会 1948-1953 31035165
○5-16 神経質 / 神経質研究会 1931-1933 31035150
○10- 市立札幌病院医誌 / 市立札幌病院 1935-1992 31035102
○18-46 資源科学研究所彙報 / 資源科学研究所 1951-1954 31035075
○11-18 診査と医学 / 生命保険会社協会 1940-1942 31035058
○12-18 診療と經驗 / 診療と経験社 1937-1943 31035056
○7-11 診療大観 / 興学会医学部 1932-1935 31035054

○6-11 診療鈔報 / 診療鈔報社 1917-1919 31035053
○21-25 新臨牀 / 北方出版社 1946-1949 31035048
○10-12 新医界 / 新医界社 1935-1936 31035045
○9- 舎密 / 舎密社 1939 31035034
○16- 社會保檢旬報 / 社会保障研究所 1943-1959 31034981

○32-38 産科婦人科学雑誌 / 産科婦人科学雑誌社 1899-1899;1899-1905 31034818

○12-19
産科婦人科中央雜誌 / 東京帝國大學醫學部附属醫院分院産科
婦人科醫局

1937-1943 31034817

○15-17 ○ 臨牀放射線 / 臨牀放射線刊行会 1940-1942 31034755
○14-18 臨牀慶林 / 臨牀慶林社 1940-1943 31034713

○15- ○-16 内外治療 / 内外治療社 1926-1934 31033896
○2- ○-28 臨牀醫學 / 臨床医学社 1913-1952 31034708

○2-19 ルエス : 日本黴毒学会雑誌 / 日本黴毒学会 1927-1944 31034681
○12-14 臨牀 / 臨牀社 1923-1925 31034669
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○17-23 ○ 大阪医報 / 大阪医報社 1884-1885 31034634
○14-17 ○ 大阪帝國大學醫學部研究業績年報 / 大阪帝國大學附屬圖書館 1939-1942 31034543

○18-
日本體質學雜誌 = The Japanese journal of constitutional
medicine / 日本體質研究會 [編]

1944-1972 31034321

○8- ○-15 日本社會衛生年鑑 / 大原社會問題研究所 1931-1940 31034307
○6- ○-18 ○ 日新治療 / 日新治療社 1919-1943 31034304
○15- 乳児學雜誌 / 京都大學醫學部小児科學教室 [編] 1927-1941 31034285

○23-27 沼田研究所紀要 / 沼田生体医学研究所 1948-1950 31034282
○12- ○-18 日本歯科口腔科学会雑誌 / 日本歯科口腔科学会 1927-1943 31034257

○44- ○ ○-38 日新醫學 1911-1963 31034250
○15- ○-23 日本薬報 / 日本薬報社 1926-1947 31034220

○11-19 日本内科小兒科中央雜誌 / 日本内科小兒科中央雜誌社 1936-1943 31034184
○8-17 日本香料年報 / 日本香料薬品 1933-1942 31034164
○3-26 新潟醫科大學研究報告 / 新潟醫科大學 [編] 1928-1935 31034146

○4-19
日本衞生化學會誌 = Journal of the Hygienic Chemical Society of
Japan / 日本衞生化學會

1929-1944 31034114

○14-59
日本獸醫學雜誌 = The Japanese journal of veterinary science /
大日本獣醫學會

1939-1971 31034090

○2- ○ 日本女医会雑誌 / 日本女医会 1932-1940 31034082
○28- ○ ○-15 日本医事週報 / 日本医事週報社 1922-1940 31034068

○5-14 日本医事新聞 / 日本医事新聞社 1930-1936 31034066
○10-32 日本補綴歯科學會々誌 1935-1942 31034060

○13- ○ 日本外科宝函 / 京都大学医学部外科整形外科学教室 1925-2000 31034023
○2- ○-16 日本學校衞生 / 大日本學校衞生協會 [編] 1914-1939 31034007
○15- ○-18 日独治療 / 日独治療社 1926-1943 31033990

○44- ○ ○-2 内科学雑誌 / 内科学雑誌社 1911-1925 31033904
○23-42 ○ モダンテラピー / モダンテラピー社 1949-1955 31033856
○14-17 文部省科學研究費ニヨル研究報告 / 文部省專門學務局科學課 1940-1942 31033833
○13-18 京都歯科医学会会誌 / 京都歯科医学会 1938-1940 31033757
○10-19 軍医団雑誌 / 満洲帝国軍医団 1939-1943 31033682
○24-41 京都大學結核研究所年報 / 京都大學結核研究所 [編] 1951 31033639

○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

○24-37 酵素化学シンポジウム / 南江堂 [編] 1949-1962 31033562

○
酵素化学シンポジウム予稿集 / 酵素化学シンポジウム準備委員
会 [編]

1968 31033482

○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
○11- 熊本同門会誌 / 熊本大学医学部小児科同門会 1938-1973 31033505
○23-33 熊本大学医学部解剖学教室業績 / 熊本大学医学部解剖学教室 1952-1958 31033495
○15-24 厚生科学 / 厚生科学研究会 1940-1949 31033461



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

○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

○8-15 口腔科学 / 中井歯科商店口腔科学編輯部 1935-1938 31033238
○23-35 北里実験医学 / 北里研究所出版部 1950-1960 31033174
○4-19 ○ 北野病院業績報告 / 田附興風会医学研究所 1939-1944 31033168
○23-29 ○ 血液学討議会報告 / 永井書店 1948-1954 31033158
○22-28 基礎科学 1947-1949;1950-1951 31033153

○45- ○ ○ 関西医界時報 / 関西医界時報社 1925-1938 31032963
○2-17 螢光 / 日本レントゲン協会 1927-1938 31032912
○21- 金沢医理学叢書 / 金沢大学医学部放射線医学教室 1951-1964 31032854

○27- ○ ○-18 順天堂醫事研究会雜誌 1896-1921 31032815
○11- ○-20 海軍軍醫會雜誌 / 海軍軍醫會 1922-1925;1926-1944 31032713

○21-47
化學療法研究所彙報 = Studies from the Chemotherapeutic
Institute for Medical Research

1946-1972 31032710

○24-28 化学の領域. 臨時増刊 1949-1953 31032687
○13- ○-36 鹿児島医学雑誌 / 鹿児島医学雑誌社 1950-1961 31032660

○10-19 兵庫医学 / 兵庫県医学会 1935-1942 31032597
○13- ○-11 ○ 医局及薬局 1924-1926 31076132

○11- ○ ホスピタル 1937-1943 31032582
○6-14 実践医理学叢書 / 慶応義塾大学医学部理学的診療科教室 1934-1936 31032574
○6-16 實踐醫理學 / 実践医理学発行所 1931-1940 31032573

○12- ○ 醫事及雜誌索引 1923-1941 31032569
○25- ○-7 日本醫事雜誌索引 1892-1912 31034069

○22-57 ○ 仁泉医学 / 大阪医科大学仁泉医学編集部 1949-1973 31032564
○17-36 人類学・人類遺伝学・体質学論文集 1958-1961 31032561

○15- ○-19 實驗消化器病學 / 消化器病研究會 1927-1943 31032534
○21-28 醫學 : 臨牀雜誌 1946-1952 31032532

○11- ○ ○ 醫事新聞 1897-1930 31032523
○31- ○ ○ 兒童研究 / 教育研究所 1916-1941 31032514

○11-19 岩手醫學專門學雜誌 / 岩手醫學專門學校医學會 [編] 1937-1942 31032489
○12- 医事集談 / 医事会社 1879-1880 31032472

○7-17 ○ 医理学新報 / 医理学新報社 1933-1941 31032465
○3-10 医理学療法雑誌 / 医理学療法雑誌社 1914-1921 31032464
○13- ○-3 育兒雜誌 / 日本兒童協會 1924-1928 31032451

○23- 北海道歯科医師会誌 / 北海道歯科医師会 1960-1993 31032402
○13-19 保險醫事衞生 / 保險醫事衞生協會 1939-1942 31032329

○ ○ 保健 / 関西医薬時報社 1939-1940 31032324
○3-5 ○ 現代の治療 / 現代の治療社 1914-1916 31032144 後誌：チバ時報
○8- ○-16 ○ チバ時報 / 瑞西バーゼル化学工業日本学術部 1936 31031747 前誌：現代の治療
○14- ○-16 栄養研究所報告 / 栄養研究所 1925-1941 31031978



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
○6-19 治療学雑誌 / 治療学雑誌社 1931-1943 31031929

○24-47
千葉大学腐敗研究所報告 = Report of the Institute of
Putrefaction Research, Chiba University

1953-1970 31031634

○24- 秋田県医師会雑誌 / 秋田県医師会 1950-1993 31031564
○21-25 アメリカ医学 / 中央医学社 1947-1950 31031525

○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

○24- ○ 大阪大學醫學雑誌 1949-2000 31034409

○24- ○
Medical journal of Osaka University / Osaka University Medical
School

1949- 31065497

○42- ○-10 刀圭新報 / 日本医師協会 1909-1918 31035488
○11- ○-4 醫談 / 日本醫師協會 1922-1929 31032554

○11- 萬博 1939 32116087
○7- ○ 同友 1932-1936 32110550

○ ○
簡易生命保險ノ死亡率ニ關スル調査 / 簡易保險局 [編] = The
mortality investigation of the Post Office Life Insurance / Bureau
of Post Office Life Insurance, Department of Communications

1931-1932 32109606 統計

○ ○ ○ 法定傳染病統計 = Statistics of notifiable infectious diseases 1924 32109046 統計
○23-24 季刊胸部外科 / 南江堂 [編] 1949 32104210
○5- ○ 内外新薬文献抄総覧 1930-1937 31033901
○ Transactions of the Nippon Dental Association 1933 32001484
○2- 外傷性神經症調査委員會報告 / 鐵道省大臣官房保健課 1927-1929 32109813

○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

○2- ○-6
日本帝國人口動態統計 / 内閣統計局編纂 = Mouvement de la
population de l'empire du Japon / Bureau de la statistique
generale

1913-1923;1930-1931 32109651 統計

○ ○ 衞生統計年報 / 大阪市衞生局 1972 32109602 統計
○19- ○ ○-11 日本帝國統計年鑑 / 内閣統計局編纂 1914-1936 31034286 統計

○12-15 大日本帝國統計年鑑 / 内閣統計局編纂 1937-1938 32109045 統計
○39-41 日本帝國死因統計 / 内閣統計局 1906-1908 32106511 統計
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○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

○8- ○-6 日本帝國死因統計 / 國勢院編纂 1919-1926;1927-1931 32106510 統計
○7-13 死因統計 / 内閣統計局 [編] 1932-1935 31035176

○10- ○-15 日本化學總覽. 第一集 1877-1926 31034098
○2-31 日本化學總覽. 第二集 1927-1956 31075440
○7- 人口動態統計 / 内閣統計局 [編] 1932- 31036742 統計

○24-
日本統計年鑑 / 統計委員会事務局, 総理府統計局 [編] = Japan
statistical year-book / edited by Executive Office of Statisitics
Commission, Statistics Bureau of the Prime Minister's Office

1967- 31034326 統計

○2-
Japanese journal of medical sciences. 1, Anatomy / National
Research Council of Japan

1927-1942 32104619

○14- ○ Japanese journal of medical sciences. 2, Biochemistry 1925-1944 31063478
○2-19 Japanese journal of medical sciences. 3, Biophysics 1927-1945 31063479

○15- ○
Japanese journal of medical sciences. 4, Pharmacology / National
Research Council of Japan

1926-1944 31063480

○15- ○ Japanese journal of medical sciences. 5, Pathology 1926-1944 31063481

○4-
Japanese journal of medical sciences. 6, Bacteriology and
parasitology

1929-1944 31063482

○5-
Japanese journal of medical sciences. 7, Social medicine and
hygiene / the National Research Council of Japan

1930-1943 31064383

○2-
Japanese journal of medical sciences. 8, Internal medicine,
pediatry and psychiatry / National Research Council of Japan

1927-1943 31063484

○2-
Japanese journal of medical sciences. 9, Surgery, orthopedy and
odontology

1927-1943 31063485

○4- Japanese journal of medical sciences. 10, Ophthalmology 1929-1944 31063474
○11-

Japanese journal of medical sciences. 11, Gynecology and
tocology

1936-1941 31063475
○2- Japanese journal of medical sciences. 12, Oto-rhino-laryngology 1927-1944 31063476

○2-
Japanese journal of medical sciences. 13, Dermatology and
urology / National Research Council of Japan

1927-1942 31063473

○11-
Japanese journal of medical sciences. Abstracts / National
Research Council of Japan

1922-1926 32001428

○2-9 Zytologische Studien 1930-1934 31072820
○24 Cytological studies 1949 32104362
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○11- ○-2
Scientific reports from the Government Institute for Infectious
Diseases / Tokyo Imperial University

1922-1923 32001376

○3-
The Japanese journal of experimental medicine / the Institute of
Medical Science, the University of Tokyo

1930-1990 31063465

○12-13 Aichi journal of experimental medicine = 愛知實驗醫學 1923-1924 32001282
○2- Nagoya journal of medical science 1927- 31066351

○7- ○-17
Arbeiten aus dem Anatomischen Institut der Kaiserlich-
Japanischen Universitat zu Sendai

1918-1942 31057302

○8-10
Mitteilungen aus dem Pathologischen Institut der Kaiserliche
Universitat zu Sendai, Japan

1919-1921 31043861

○11- ○-18
Mitteilungen uber Allgemeine Pathologie und Pathologische
Anatomie / Die Kaiserliche Universitat zu Sendai

1922-1943 31065967

○9- ○ Tohoku journal of experimental medicine 1921- 31071053

○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

○22-
The Science reports of the Tohoku University. Fourth series,
(Biology) = 東北大學理科報告. Fourth series, (生物學)

1951-2001 31069862

○24-
The Science reports of the Research Institutes, Tohoku
University. Series C, Medicine

1949-1993 31069850

○1- ○-20 Proceedings of the Imperial Academy = 帝國學士院紀事 1926-1944 31043536
○24-38 ○ Osaka mathematical journal 1950-1959 31067006

○11- ○-10 Folia anatomica Japonica 1922-1935 31051524
○11- Okajimas folia anatomica japonica 1936-2001 31066917

○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

○24- Memoirs of the Faculty of Engineering, Nagoya University 1952-1958 31065639

○13- The Kumamoto medical journal 1938-1999 31064898
未刊 : 1(4), 2(2,3,4), 3(3,4),
7(4)

○6- ○
Kitasato archives of experimental medicine / Kitasato Institute for
Infectious Diseases

1917-1992 31064775

○21- Journal of the Physical Society of Japan 1964-1966 31064386
○11- ○ The journal of biochemistry 1922- 31063674

○23-26 The Japanese medical journal 1949-1951 31063498

○10- ○
The Japan medical world : a monthly journal of medicine, surgery
and the collateral sciences

1922-1927 31063429

○8-60 Folia psychiatrica et neurologica Japonica 1935-1985 31061586
○4- Cytologia : international journal of cytology 1931-2000 31060323
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○15- ○
Bulletin of the Chemical Society of Japan / Chemical Society of
Japan

1926-1961 31058836

○15- ○-35 Bulletin of the Agricultural Chemical Society of Japan 1927-1960 31058748

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

1897-1938 31056877

○5- ○-21
Acta scholae Medicinalis Universitatis Imperialis in Kioto = 京都帝
國大學醫科大學紀要

1919-1940 31055794

○24-45
Acta scholae Medicinalis Universitatis in Kioto = Papers from the
Medical and Pharmaceutical Department, Kioto University, Japan

1949-1970 31055795

○14- Acta medica Nagasakiensia 1939- 31055705
○3-23 Abstracts from Rikwagaku-kenkyu-jo iho 1928-1932 31055583

○5-19
Arbeiten aus der Dritten Abteilung des Anatomischen Institutes
der K. Universitat Kyoto. Ser. D, Lymphatologie

1937-1938 31045923

○11-16 ○
Collected papers from the Faculty of Medicine, Osaka Imperial
University

1936-1941 31045472

○3-9
Mitteilungen aus der medizinischen Fakultat der Kaiserlichen
Universitat Kyushu / Kyushu Teikoku Daigaku

1916-1920 32105683

○10-14
Mitteilungen aus der Medizinischen Fakultat der K. Kyushu
Universitat

1922-1925 31043878


