
※【大正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

○12-? ○-17 ○ 武田時報 / 武田時報社 1930 32105218
○10- ○ 日本醫事新報 / 日本医事新報社 1924- 31037424
○11-12 実際医学 / 実際医学社 1922-1923 32105171 東大医に全巻所蔵

○44- ○ ○-5 日本醫學會誌 / 日本醫學會 1911-1930 32104512
○2-11 救濟研究 1917-1922 32101946 複製版
○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

○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

○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
○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
○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
○ ○-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
○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
○9- ○-19 治療及處方 / 治療及處方社 1920-1944 31075965

○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

○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
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○4- ○-15 中央眼科医報 / 中央眼科医報社 1922-1940 31031712
○7- ○-12 兒童研究所紀要 / 兒童研究所 1918-1927 32005937

○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
○14- ○-8 醫政(復活) / 日本医師会 1925-1933 31076133
○12- ○-19 北海道醫學雜誌 / 北海道醫學會 [編] 1923-1944 32005723

○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

○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
○42- ○ ○ 軍醫團雜志 / 陸軍軍醫團 1909-1943 31076341

○1- ○-19 医事公論 / 医事公論社 1922-1943 32004589
○14- ○ ○-19 藥學雜誌 / 日本藥學會 1881-1927;1928-1943 31087887

○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
○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
○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
○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
○13- ○-14 労働科学研究 / 労働科学研究所 1924-1939 31076494

○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

○6-13 国家医学雑誌 / 国家医学会 1917-1924 31076619
○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
○13- ○-15 日本口腔衛生 = Japan oral hygiene / 日本口腔衛生社 1933-1939 31034153
○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

○39- ○ ○-24 日本婦人科学会雑誌 / 日本婦人科学会 1913-1944 31034011
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○14- ○-18 日本藥物學雜誌 / 日本藥物學雜誌編輯局 1925-1943 31076565
○3- ○-16 日本鉄道医協会雑誌 / 日本鉄道医協会 1914-1935 31076562
○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

○44- ○ ○ 人類學雜誌 1911-1943 31036743
○10-15 東洋歯科月報 1926 31076481
○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

○41- ○ ○-4 齒科新報 / 歯科新報社 [編] 1923-1929 31076368

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

1921-1940 31076348

○11- ○-18 理化學研究所彙報 / 理化學研究所 1922-1943 31076342
○1- ○-2 日本泌尿器病學會雜誌 / 日本泌尿器病學會 [編] 1913-1927 31076322
○4- ○-3 日本微生物學會雜誌 / 日本微生物学会 1916-1928 31076321

○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

○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
○15- ○-44 日本伝染病学会雑誌 1926-1969 31076286
○14- ○-2 内分泌學雑誌 / 内分泌学会 1925-1927 31076263

○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
○7- ○-26 九州医学会会誌 1929-1935 31076233

○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
○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

○35- ○ ○-6 皮膚科及泌尿器科雑誌 / 日本皮膚科学会 1907-1931 31076097
○5- ○ 東北医学雑誌 / 東北医学会 1916- 31042040

○22- ○ ○ 岡山醫學會雜誌 1914-1927;1927-2004 31041101
○15- ○ 倉敷中央病院年報 1926-1990 31040315
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○10- ○ 慶應醫學 / 慶応醫學會 1921- 31039760
○29- ○ ○-17 芸備医事 / 芸備医学会 1916-1935 31032231

○12- ○ 皮膚科紀要 : 皮膚病学黴毒学及泌尿器病学 1923-1999 31038930
○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

○33- ○ ○ 齒科學報 / 東京齒科大学学会 1926- 31037845
○15- 日本整形外科學會雜誌 / 日本整形外科學會 [編] 1926- 31037499

○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
○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

○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
○12- ○ 結核 / [日本結核病學會編] 1923-1991 31036979
○10- ○-36 遺傳學雜誌 / 日本遺傳學會 [編] 1943-1953 31036682

○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

○5- ○-19 東京顕微鏡学会雑誌 1916-1944 31035662
○26- ○ ○-15 医海時報 / 医海時報社 1905-1940 31032586

○3- ○-19 実験医報 / 実験医報社 1914-1944 31032531
○5- ○-15 ○ 齒海公論 / 齒海公論社 1932-1938 31035225
○6-11 診療鈔報 / 診療鈔報社 1917-1919 31035053
○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
○12-14 臨牀 / 臨牀社 1923-1925 31034669
○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
○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
○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
○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
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○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

○11- ○-20 海軍軍醫會雜誌 / 海軍軍醫會 1922-1925;1926-1944 31032713
○13- ○-36 鹿児島医学雑誌 / 鹿児島医学雑誌社 1950-1961 31032660
○13- ○-11 ○ 医局及薬局 1924-1926 31076132
○12- ○ 醫事及雜誌索引 1923-1941 31032569

○25- ○-7 日本醫事雜誌索引 1892-1912 31034069
○15- ○-19 實驗消化器病學 / 消化器病研究會 1927-1943 31032534

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

○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
○ ○ 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

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

○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
○11- ○-4 醫談 / 日本醫師協會 1922-1929 31032554

○ ○
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

○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

○19- ○ ○-11 日本帝國統計年鑑 / 内閣統計局編纂 1914-1936 31034286 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
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○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
○10- ○-15 日本化學總覽. 第一集 1877-1926 31034098

○14- ○ Japanese journal of medical sciences. 2, Biochemistry 1925-1944 31063478

○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

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

1922-1926 32001428

○11- ○-2
Scientific reports from the Government Institute for Infectious
Diseases / Tokyo Imperial University

1922-1923 32001376

○12-13 Aichi journal of experimental medicine = 愛知實驗醫學 1923-1924 32001282

○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

○1- ○-20 Proceedings of the Imperial Academy = 帝國學士院紀事 1926-1944 31043536
○11- ○-10 Folia anatomica Japonica 1922-1935 31051524

○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

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

1917-1992 31064775

○11- ○ The journal of biochemistry 1922- 31063674

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

1922-1927 31063429

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

1919-1940 31055794

○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


