
<<病院・学会・その他機関>>(報告書類も
含む)
看護協会関係は別頁参照

場所 誌 名 発行元 ＩＳＳＮ 所蔵年次 所蔵巻次 注（誌名変遷等）

[あ]

2階開架 愛育病院年報 愛育病院 2009-2009 2009

2階開架 相澤病院医学雑誌 相澤病院 1882-0565 2007-2008 5-6, 6(suppl.1) 前：相澤病院雑誌

2階開架 相澤病院雑誌 相澤病院 1347-8842 2003-2005 1-3 後：相澤病院医学雑誌(5-)

閉架書庫
アイヌ文化振興・研究推進機構　財団の活動
→【財団の活動 / アイヌ文化振興・研究推進機構】参照

アイヌ文化振興研究
推進機構

2階開架
芦屋市立芦屋病院誌 　　　　→【市立芦屋病院誌 / 芦屋市立芦屋
病院編】参照

芦屋市立芦屋病院

2階開架
新しい時代を拓く心を育てるために ： 次世代を育てる心を失う危機 :
答申

中央教育審議会 1998-1998 要旨もあり（別冊）

2階開架
新たな地域保健活動の創造と発展へのチャレンジ : 先駆的保健活動
交流推進事業報告
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会

[い]

2階開架 石川看護雑誌　  →<<大学紀要>>の項参照 石川県立看護大学 1349-0664

2階開架 茨城県母性衛生学会誌 茨城県母性衛生学会 1998-2006 18-26

2階開架 移民研究年報 日本移民学会 2001-2001 7 ISBN：4877850775(7号)

2階開架 医療看護研究                →<<大学紀要>>の項参照
順天堂大学医療看護学
部 1349-8630

CiNiiにて公開中(1-4)  　　＊5巻は浦
安キャンパス図書館HPより「医療看

2階開架
医療事故発生時の対応：看護管理者のためのリスクマネジメントガイ
ドライン
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会

2階開架 医療情報学連合大会論文集 / 医療情報学連合大会
医療情報学連合大会
組織委員会

1347-8508 1997-2000 17,20
別題：『医療情報学.
supplement』
第20回には第1回日本医療情報

1階紀要
医療人育成センター紀要　　　→<<大学紀要>>の項【札幌医科大学
医療人育成センター紀要】参照

札幌医科大学医療人
育成センター

2010-2010 1

2階開架
医療ニーズを併せ持つ在宅の中重度者へのサービスの充実に向け
て　概要版

日本訪問看護振興財
団

2006-2006 H17

平成17年度厚生労働省老人保健事
業推進費等補助金(老人保健健康増
進等事業分)「介護保険サービスに
おける看護提供体制のあり方に関す
る調査研究事業」



2階開架
医療ニーズを併せ持つ在宅の中重度者へのサービスの充実に向け
て　報告書

日本訪問看護振興財
団

2006-2006 H17

平成17年度厚生労働省老人保健事
業推進費等補助金(老人保健健康増
進等事業分)「介護保険サービスに
おける看護提供体制のあり方に関す

2階開架 医療法人医真会年報           →【年報 / 医療法人医真会】参照
る調査研究事業」

医療法人医真会

短大 医療法人大道会紀要 医療法人大道会 　 1992-1992 1992

1階紀要
医療保健学研究 / つくば国際大学　　　　　　→<<大学紀要>>の項参 つくば国際大学研究

2185-2227 別題：つくば国際大学紀要

2階開架
照
院内看護実践報告会集録 / 西神戸医療センター看護部

紀要委員会
西神戸地域医療進行

2007-2007 第12回
財団

[う・え]

短大
エイズ/ＨＩＶ感染者看護に関する実態調査
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会

短大 衛生月報 神戸市衛生局 1950-1950
臨時号,臨時号追

WA900 衛生統計年度報 神戸市保健福祉局 1999-2008

録

48-49, 51-53, 55-
57

前：衛生統計年報
＊以後冊子体での発行を中止、
神戸市HP上にて公開予定

短大 1999-2005 48-49,51-54

短大 衛生統計年報 神戸市衛生局 1951-1996 2-18,20-47
後：衛生統計年度報   *46-47は
短大書庫 WA900(図書扱い）にも

2階開架
HIV陽性者参加支援スカラシップ 報告書
→【日本エイズ学会学術集会・総会 HIV陽性者参加支援スカラシップ
報告書】参照

HIV養成者参加支援ス
カラシップ委員会

2階開架 エム・オー・エー健康科学センター研究報告集
エム・オー・エー健康
科学センター

1880-4578 1998-2010 8, 11-14

[お]

2階開架

大阪府訪問看護推進協議会事業「医療多機能型サービスの展開に
向けた訪問看護充実の検討」報告 : 平成18年度
→【訪問看護利用者に対する医療型療養通所介護サービスの試み
とその評価報告書 : 平成18年度大阪府訪問看護推進協議会事業
「医療多機能型サービスの展開に向けた訪問看護充実の検討」報

大阪府健康福祉部医
務・福祉指導室医療対
策課看護グループ

短大

告】参照
大阪府立羽曳野病院看護部看護研究集録　　　→【看護研究集録 / 大阪府
立羽曳野病院看護部】参照

大阪府立羽曳野病院
看護部

2階開架 大西脳神経外科病院年報 大西脳神経外科病院 2005-2009 5, 7-9

2階開架 岡山医療センター年報 岡山医療センター 2005-2005 2

[か]



2階開架
海外学術調査ニュースレター
→【文部省科学研究費・国際学術研究海外学術調査ニュースレター】 国際学術研究総括班 0919-7893

2階開架

参照
「介護保険サービスにおける看護提供体制のあり方に関する調査研究事業」
医療ニーズを併せ持つ在宅の中重度者へのサービスの充実に向けて　概要
版
→【医療ニーズを併せ持つ在宅の中重度者へのサービスの充実に向けて

日本訪問看護振興財
団

2階開架

概要版】参照「介護保険サービスにおける看護提供体制のあり方に関する調査研究事業」
医療ニーズを併せ持つ在宅の中重度者へのサービスの充実に向けて　報告
書
→【医療ニーズを併せ持つ在宅の中重度者へのサービスの充実に向けて

日本訪問看護振興財
団

2階開架

報告書】参照
介護保険事業を円滑に推進するために保健事業との有機的な連動 : 平成
10・11年度基盤整備研究小委員会報告書　　          →<<日本看護協会>>の
項参照

日本看護協会

2階開架 介護保険における給付の支払方法に関する調査研究報告書 医療経済研究機構 1999-1999
平成10年度老人保健健康増進等事

2階開架
介護老人保健施設が対応する看取りへのガイドライン作成に関する
研究事業報告書 : 平成18年度老人保健事業推進費等補助金(老人
保健健康増進等事業分)

全国老人保健施設協
会

2007-2007 H18

業による研究事業

＊老人保健事業推進費等補助金(老
人保健健康増進等事業分)

2階開架 介護老人保健施設における介護予防の試行的事業報告書
全国老人保健施設協

2006-2006 H17
＊平成17年度老人保健事業推進費

2階開架
介護老人保健施設における要介護高齢者 (障害・認知症) の状態像
に合わせた短期集中リハビリテーションのあり方に関する試行的事
業報告書 : 平成17年度老人保健事業推進費等国庫補助事業

会

全国老人保健施設協
会

2006-2006

等国庫補助事業

H17

短大
化学療法を受けるがん患者・家族の看護に関する実践・教育上の困
難と課題 :日本がん看護学会教育研究活動委員会報告書

日本がん看護学会教
育研究活動委員会

2001-2001

2階開架 香川母性衛生学会誌 香川母性衛生学会 1346-8243 2003-2010
3-7, 8(1),  9(1),

9(1)=通巻17号 10(1)=通巻19号

2階開架 学位研究：学位授与機構研究紀要 学位授与機構 0919-6099 1996-2002
10(1)
5,6,8,14-16

別題：大学評価・学位授与機構

2階開架 学術研究支援事業研究成果報告書 / ひょうご科学技術創造協会 ひょうご科学技術協会 2000-2008
研究紀要

H12,H17, H19-H20

閉架書庫 学術情報センター・セミナー研究レポート 学術情報センター 1997-1997 Ｈ8
後：国立情報学研究所セミナー

閉架書庫 学術情報センター紀要 学術情報センター 0913-5022 1997-2000
研究レポート

9-12

閉架書庫 学術情報データベース実態調査報告書 学術情報センター 1341-1373 1997-2004 8,9,11,14,15
12以降は国立情報学研究所が

2階開架 學術論文集 / 朝鮮奨学会『学術論文集』編集委員会 朝鮮奨学会 0287-802X 2009-2009
発行

27

雑誌 家族看護学研究 / 日本家族看護学会 日本家族看護学会 1341-8351 1997-2008

3(1), 4(1-2), 5(1-
2), 6(1-2), 7(1-2),
8(1-2), 9-12,
13(1), 14(1)

＊以後雑誌として定期購読中
＊詳細はカウンターまで

2階開架
学校教育におけるジェンダー平等戦略 : 教育環境と教育内容に焦点
をあてて

福島県男女共生セン
ター

2007－2007
公募研究成果報告書 平成17・
18年度



支部

2階開架
カナダのヘルスケアと看護職の役割
→<<日本看護協会>>の項【変革期における看護職の役割 : カナダ
政策セミナー報告】参照

日本看護協会
＊先駆的保健活動交流推進事
業海外保健調査

2階開架 川崎医療福祉学会誌 川崎医療福祉学会 0917-4605 1997-2007
7-16(1-
2),17(1),17suppl.1

CiNiiにて無料公開(1-18(1)+)

短大 1991-2003 1-13

2階開架 川崎病院医学ジャーナル  →<<大学紀要>>の項参照
川崎医科大学附属川

1881-025X

2階開架
感覚器障害研究成果発表会報告書
→ <<科学研究>>の項参照

崎病院

長寿科学振興財団

QZ206
癌研究助成成果報告集          　　　 →<<図書>>へ移動しました

安田記念医学財団 2006-2006 4 別題：癌研究助成成果報告書

2階開架

(2010年2月）

看護・医療安全教育におけるリスクコミュニケーション技術の開発 /
石川倫子研究代表者

厚生省労働省看護研
修研究センター

2009-2009

財団法人日本教育公務員弘済
会奨励金事業 ; 共同研究者: 衣
川さえ子, 岩本郁子

短大
看護学生(1年次)の職業意識を中心に / 看護行動研究会編 　→<< 看護行動研究会・名古

別題：平成18年度研究報告書

看護職キャリア発達研究

2階開架

大学紀要>>の項参照

看護学専門領域の評価基準・評価体制の開発研究事業報告書 : 看
護系大学・大学院の質向上システムの構築を目指して : 平成19年度
文部科学省大学評価研究委託事業

屋大学教育学部産業

日本看護系大学協議
会

2008-2008
平成19年度文部科学省大学評
価研究委託事業

短大 看護業績集 / 国立循環器病センター 国立循環器病センター 1982-1982 4

2階開架
看護ケアの質の評価基準に関する研究　　 →<<科学研究>>の項参

片田範子
厚生省看護対策総合研究事業

短大
照
看護研究集録 / 大阪府立羽曳野病院看護部

大阪府立羽曳野病院
1985-1986

研究報告書
14-15

2階開架
看護研究集録 / 神奈川県立こども医療センター看護教育係, 看護研

看護部
神奈川県立こども医療

0913-6657 1995-2006 21-22, 30
究会

閉架書庫

センター看護研究会

1981-1991 7-8, 12-13, 15-17

2階開架 看護研究集録 / 神戸市立中央市民病院看護部
神戸市立中央市民病

1986-2010
1-2,4-6,8-9,11,20- 43回以降、発行元名称が「神戸

市立医療センター中央市民病院
院看護部

短大 1986-2004

22,28-29,40,43-48 看護部」に変更
1,3-35

2階開架 看護研究集録 / 神戸市立西市民病院看護科
神戸市立西市民病院看

1993-2000 H5,6,12

2階開架 看護研究集録 / 西神戸医療センター看護部

護科
西神戸医療センター看護

1997-1997 1996

2階開架
看護研究集録 / 兵庫県看護協会西部支部 　　　　　　　→<<その他

部
兵庫県看護協会西部支

2階開架
看護協会>>の項参照
看護研究における倫理指針　　　→<<日本看護協会>>の項参照

部

日本看護協会

2階開架 看護研究発表会集録　　　　　　　→<<その他看護協会>>の項参照 兵庫県看護協会

2階開架 看護研究発表会集録　　　　　　　→<<その他看護協会>>の項参照
日本看護協会兵庫県



閉架書庫 北の丸 : 国立公文書館報 国立公文書館 0286-5750 2002-2011 35-39, 42-43

2階開架
看護実践異文化国際研究センター年報
→<<大学紀要>>の項【京都橘大学看護実践異文化国際研究セン

京都橘大学看護実践
異文化国際研究セン

2階開架

ター年報】参照

看護実践研究会集録　　　　　　　→<<その他看護協会>>の項参照

ター

兵庫県看護協会

1階紀要＊ 看護実践研究指導センター年報   →<<大学紀要>>の項参照
千葉大学看護学部附

2階開架
看護職員等研究報告 : annual report of Sasakawa Health Science

属実践研究指導セン
笹川医学医療研究財

1996-1999 4-5,7
Foundation / 笹川医学医療研究財団 団

短大 1994-1997 1-5

短大
看護職キャリア発達研究 / 看護行動研究会編
→<<大学紀要>>の項参照(各号に標題有。各標題名を参照)

看護行動研究会・名古
屋大学教育学部産業

2階開架
看護職の社会経済福祉に関する指針　　　　　　　　　　→<<日本看護

心理学教室

日本看護協会

短大

協会>>の項参照
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

日本医療情報学会看
護情報システム研究

短大

報システム研究会講演集】参照

看護人材育成研究に関する中間報告 / 神戸市問題研究所看護人
材育成研究会

会幹事会
神戸市問題研究所看
護人材育成研究会

1991-1991

2階開架 看護診断 日本看護診断学会 1341-3007 2005-2005 10(2)

2階開架
看護政策立案のための基盤整備推進事業報告書　　　→<<日本看
護協会>>の項参照

日本看護協会

2階開架 看護と情報 : 看護図書館協議会会誌 看護図書館協議会 1340-3753 1995-2011 2-18
別題：看護と情報 : 日本看護図

2階開架 看護図書館協議会会報(復刻版) 看護図書館協議会 1992-1996
書館協会会誌

1-5（合冊）

2階開架

2階開架

看護図書館協議会10周年記念誌

看護人間工学研究誌

看護図書館協議会

日本人間工学会看護
1880-5256

2002-2002

2000-2004 2,4,5

2階開架 看護必要度に関する調査研究

人間工学部会

病院管理研究協会 1999-1999
平成10年度厚生省保険局医療

雑誌 看護・保健科学研究     →雑誌へ移動しました（2010年9月)
全国看護管理・教育・
ケアシステム研究会

1 345-
983X

2009-2010 9 (1), 10(1)+

課による委託事業
＊詳細は『所蔵雑誌一覧』を参
照

短大
看護補助者の業務範囲とその教育等に関する検討報告書
→<<日本看護協会>>の項参照

*10(1)=通巻14号

日本看護協会

2階開架 1883-1443 2-5看護歴史研究 看護史研究会 2004-2010 2年毎に発行

[き]

＊「北里大学看護キャリア開発・
2階開架 北里看護研究会集録　　→<<大学紀要>>の項参照 北里大学

研究センター紀要」内に収録



2階開架

2階開架

2階開架 研究紀要  Bulletin of the researches / 兵庫県人権啓発協会 兵庫県人権啓発協会 2001-2010 2-4, 7, 11

2階開架

2階開架

北村山公立病院医学雑誌

虐待をした親への介入, 援助システムの開発に関する調査研究報告

北村山公立病院

兵庫県ヒューマンケア研
究機構こころのケア研究

2000-2002 5,7

2002-2002

2階開架

書

虐待をした親に有効な介入技法の導入と展開に関する研究 : 援助職

所
兵庫県ヒューマンケア研
究機構こころのケア研究 2003-2003

の資質向上のための具体的方策

教育研究活動報告書 / 神奈川県立保健福祉大学          →<<大学
所
神奈川県立保健福祉

1階紀要
紀要>>の項参照 大学

神戸研究学園都市大
2階開架

2階開架

共同研究概要 / 神戸研究学園都市大学交流推進協議会

京都市立病院紀要

学交流推進協議会

京都市立病院 0286-1356

2007-2009

2003-2010

6, 7・8

23(1),25(1), 26-29, 30(1)=通巻37号 　＊23巻より年2
30(1-2) 回発行

短大 1994-2004 14-24

2階開架

短大

京都第二赤十字病院医学雑誌

共済医報

京都第二赤十字病院

国家公務員共済組合
連合会

0389-4908

0454-7586

2010-2010

1984-2011

31

33-53, 54（1）,57(2-
4, suppl), 58(1-4,
suppl), 59(1-4,

発行元変更：非現業共済組合連
合会→国家公務員共済組合連
合会

2階開架
教養教育グランド・デザイン : 新たな知の創造 : 高等教育における教
養教育モデル / 教養教育研究会編 慶應義塾大学

suppl), 60(1)

2002-2002
＊文部科学省委託研究 ; 教養

短大

→<<大学紀要>>の項参照

筋・神経疾患の在宅呼吸障害をめぐる諸問題
東京神経科学総合研
究所社会研究室(看護

教育研究会報告書

1988-1988
学)

2階開架 近畿小児がん研究会　プログラム・抄録集 近畿小児がん研究会
近畿チーム医療研究

2006-2007 28-29

2階開架 近畿チーム医療研究会誌

近畿地区看護研究学会集録 / 日本看護協会 　　　　→<<日本看護
会

2006-2008 2(3),3(1)
別題：日本看護協会近畿地区看

2階開架
協会>>の項参照

日本看護協会

公立学校共済組合近
護研究学会集録

2階開架 近畿中央病院医学雑誌
畿中央病院

1999-2009 20-22,24,25-30 配架は「き」の棚です。

近畿中央病院年報 近畿中央病院 2003-2009 49-54

[く]

ぐんま小児保健 ; 群馬県小児保健会会報 群馬県小児保健会 0911-9434 2000-2000 58

[け]

2階開 結核予防会結核研究所研究業績集　Annual report of the Research 結核予防会結核研究
2005-2005 〔2001-2003〕号

架 Institute of Tuberculosis 所年報編集委員会

閉架書庫 研究紀要 / 大学入試センター 大学入試センター 0287-1033 1997-1998 27-28



2階開架 甲南病院年報    →【財団法人甲南病院年報】参照 財団法人甲南病院 配架は「こ」の棚です。

2階開架 研究紀要 / 兵庫県立教育研修所
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

兵庫県立教育研修所
笹川医学医療研究財

2001-2007 112,115,117

2階開架
療研究財団 団

1996-1999 12-13,15

短大
厚生省看護研修研究

1988-1988 4(1)

2階開架

2階開架

研究集録 / 厚生省看護研修研究センター

研究支援小委員会報告書 : 実践と研究の架け橋へ : 先駆的保健活
動交流推進事業研究支援小委員会報告書

センター
1998-1998

日本看護協会
→<<日本看護協会>>の項参照

高齢者痴呆介護研究・
2階開架 研究年報 / 高齢者痴呆介護研究・研修仙台センター

研修仙台センター
メデイア教育開発セン

2000-2000 1

閉架書庫 研究報告 / メディア教育開発センター
ター

1343-1080
佐川がん研究助成振

1999-1999 8,10
後：佐川がん研究報告(18-)

2階開架

2階開架

研究報告 / 佐川がん研究助成振興財団

研究報告集 / エム・オー・エー健康科学センター

興財団

エム・オー・エー健康

1997-2005 9-11,14-17
別題：佐川がん研究助成振興財

1880-4578
→【エム・オー・エー健康科学センター研究報告集】参照 科学センター

2階開架 健康回復 / 日本健康回復学会 日本健康回復学会 2001-2008 1-3,5-7, 8(1)
15号以降は発行元変更→健康

2階開架

2階開架

健康と環境
健康科学総合研究成果発表会報告書
→ <<科学研究>>の項【厚生科学研究健康科学総合研究成果発表

東京顕微鏡院 1998-2000 13,15
事業総合財団

長寿科学振興財団

2階開架

会報告書 / 長寿科学振興財団】参照
健康日本21市町村計画策定推進のために : 保健所の機能と役割 :
新潟県上越保健所 日本看護協会

表紙の責任者: 新潟県上越健康

2階開架

→<<日本看護協会>>の項参照

研修会実施録　　　　→<<日本看護協会>>の項参照

福祉環境事務所(上越保健所)

日本看護協会 看護
教育･研究センター継
続教育部神戸研修セ

[こ]

コア・エシックス　　　→<<大学紀要>>の項【Core ethics : コア・エシッ 立命館大学大学院先
2階開架

クス】参照 端総合学術研究科
1880-0467

短大 公衆衛生院研究報告 国立公衆衛生院 0020-3106 1979-1990 28-39 後：公衆衛生研究(40-)
前：公衆衛生院研究報告(-39)

短大 公衆衛生研究 国立公衆衛生院
甲信ICUセミナー事務

0916-6823 1991-2002 40-51(1)
後：保健医療科学(51(2)-)

2階開架 甲信救急集中治療研究

厚生省看護研修研究センター研究集録     →【研究集録 / 厚生省看
局

1347-5118 2002-2004 18(1),19(1),20(1-2)
厚生省看護研修研究

2階開架
護研修研究センター】参照
高等教育機関における女性学・ジェンダー論関連科目に関する調査

センター

2階開架
報告書 : 開講科目調査

国立女性教育会館 2002-2002 H14

2階開架 甲南病院医学雑誌 甲南病院 0914-7209 1998-2010 18-21,25-27



学医療研究財団】参照

2階開架
神戸研究学園都市大学交流推進協議会共同研究概要 神戸研究学園都市大
→【共同研究概要 / 神戸研究学園都市大学交流推進協議会】参照 学交流推進協議会

短大 神戸市衛生局事業概要　　　→【事業概要 / 神戸市衛生局】参照 神戸市衛生局
神戸市衛生局病院管

短大 神戸市衛生局病院管理センター　病院管理センター年報
理センター

1980-1982 5-7

図書 神戸市環境保健研究所報
神戸市環境保健研究
所

0910-7738 1997-2010 25-38+
*詳しい配架場所はOPACで検索
して下さい。

短大 1987-2003 16,18-20,22-32

2階開架 神戸市公衆衛生研究発表会演題内容抄録 神戸市公衆衛生協会 1992-2002 33-35,37-42

短大 1983-1998 24-33,35-39

短大 神戸市高齢保健計画策定における基本的事項について : 答申

神戸市立玉津病院40周年記念誌　　→【40周年記念誌 / 神戸市立

神戸市保健医療審議
会

1992-1992

図書
玉津病院】参照
神戸市立中央市民病院看護部看護研究集録  →【看護研究集録 /

神戸市立玉津病院

神戸市立中央市民病
43回以降、発行元名称が「神戸

2階開架
神戸市立中央市民病院看護部】参照 院看護部

市立医療センター中央市民病院
看護部」に変更

短大 神戸市立中央市民病院歯科同門会誌

神戸市立西市民病院看護科看護研究集録 　　　→【看護研究集録

神戸市立中央市民病
院歯科同門会

1987-1987 1

神戸市立西市民病院
2階開架

/ 神戸市立西市民病院看護科】参照 看護科

2階開架 神戸市立病院紀要 神戸市保健福祉局 0286-455X 1961-2008 1-47

短大

神戸市立病院年報 　　→【市立病院年報 / 神戸市保健福祉局病院

神戸市衛生局 1961-2003 1-42
神戸市保健福祉局病

2階開架
経営管理部】参照
公募研究成果報告書 / 福島県男女共生センター 　→【＊各号毎に

院経営管理部
福島県男女共生セン

2階開架
標題有り。検索の際はそちらの名称を参照】 ター

2階開架 公立豊岡病院紀要 公立豊岡病院 0916-3549 2004-2008 16-17, 19-20

短大 1989-2003 1,3-6,8-15

2階開架
高齢化社会に対応した地域の活性化のあり方に関する調査研究報
告書
高齢社会を共に生きる

日本学術会議事務局 1997-1997
日本学術協力財団に調査委託 ;
平成8年度地域活性化施策推進

2階開架 →【ニッセイ財団シンポジウムの記録集 : 高齢社会を共に生きる」】
参照

日本生命財団 各号に個別タイトルあり

2階開架

2階開架

高齢者虐待の全国実態調査 : 主として保健・福祉機関調査より

高齢者痴呆介護研究・研修仙台センター研究年報

長寿社会開発センター 1997-1997

高齢者痴呆介護研究・

2階開架

→【研究年報 / 高齢者痴呆介護研究・研修仙台センター】参照

高齢者の医学医療に関する研究 ; 笹川医学医療研究財団研究業績
年報
→【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

研修仙台センター

笹川医学医療研究財
団



短大 在宅人工呼吸器装着者の外出・旅行に関する支援マニュアル 日本難病看護学会 2002-2002
在宅難病療養者の社会参加の支援
に関する普及事業

2階開架

高齢者への質の高いケアをめざして : オーストラリアの高齢者ケア改
平成7年度先駆的保健活動交流

2階開架

短大

革
→<<日本看護協会>>の項参照

(第2回)国際看護学術集会講演集 / 日本看護科学学会
→【Nursing : beyond art and science : 2nd International Nursing

日本看護協会
推進事業海外保健調査

日本看護科学学会
Research Conference. -- Annotated edition】参照

2階開架 国際協力部年報 / 雪ノ聖母会聖マリア病院
聖マリア病院国際協
力部

2000-2008 1,3,5-7, 9

短大
国際助産婦連盟学術大会の記録　　　　→<<日本看護協会>>の項参
照

日本看護協会国際室

短大
国立循環器病センター看護業績集　　　　→【看護業績集 / 国立循
環器病センター】参照

国立循環器病センター

2階開架 国立遺伝学研究所　業績報告書 国立遺伝学研究所 2003-2003 2003

閉架書庫 国立公文書館年報 国立公文書館 2001-2005 31-35

閉架書庫 国立情報学研究所セミナー研究レポート

国立精神・神経センター精神保健研究所年報

国立情報学研究所

国立精神・神経セン

2001-2003 H12,14
前：学術情報センター・セミナー
研究レポート

1号=通巻34号     ＊通巻は前誌
2階開架 →【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]】参照
ター精神保健研究所

0915-0056
「精神衛生研究」より継承

2階開架

2階開架

国立病院・療養所共同基盤研究報告書　　　　　　　　　　　　→【別題
有。各標題名を参照】
子育てを支える看護職の役割と連携 / 地域母子保健活動における
看護職の役割とシステム検討小委員会編集

国立肥前療養所

日本看護協会
→<<日本看護協会>>の項参照

雑誌

2階開架

子ども家庭福祉情報

子どもの虐待予防活動の展開 : 保健師活動の原点を振り返る : 東
京都南多摩保健所 / 日本看護協会専門職業務部編

日本子ども家庭総合
研究所

0915-9711 1997-2000 1-10, 13-16

日本看護協会

詳細は『所蔵雑誌一覧』を参照

表紙の責任者: 東京都南多摩保
健所子どもの虐待プロジェクト

→<<日本看護協会>>の項参照 チーム

2階開架 子どもの虹情報研修センター紀要
子どもの虹情報研修
センター

2003-2010 1-8

2階開架 コミュニティ・ミーティングガイド　　　→<<日本看護協会>>の項参照

これからの地域保健における保健婦(士)の役割と機能 : 保健婦(士)

日本看護協会

活動あり方検討小委員会報告書
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会

[さ]

2階開架

2階開架

(財)ひょうご震災記念21世紀研究機構研究年報

在宅呼吸療法における呼吸リハビリと新酸素供給手法の臨床的意
義に関する研究 : 成果報告書

ひょうご震災記念21世
紀研究機構

1881-8080

セコム科学技術振興
財団

2006-2006

2004-2004

12

2004

前：21世紀ヒューマンケア研究機構
研究年報(-11)
特定総合研究「在宅呼吸療法におけ
る呼吸リハビリと新酸素供給手法の
臨床的意義に関する研究」成果報告
書 : 財団法人セコム科学技術振興
財団助成研究



2階開架

ニーズの高い重度障害者の社会参加と生活支援に関わるネットワー 日本難病看護学会 2007-2007
ク構築と普及事業」報告書・資料集

の助成により行われた事業の報告
書

在宅における看取りを支援するための介護老人保健施設の役割に 全国老人保健施設協 独立行政法人福祉医療機構 (長寿
2階開架

関する調査研究事業報告書

在宅復帰及び在宅生活支援の強化・促進を目的としたモバイル通所

会

全国老人保健施設協

2006－2006 H17 社会福祉基金) 助成事業 : 平成17
年度
老人保健事業推進費等補助金(老人

2階開架 リハビリテーションの新たな展開に関する試行的事業報告書 : 平成
18年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)

会
2007-2007 H18 保健健康増進等事業分) : 平成18年

度

短大 在宅老人保健福祉と看護職　　　　　→<<日本看護協会>>の項参照
日本看護協会調査研
究室

閉架書庫 財団の活動 / アイヌ文化振興・研究推進機構
アイヌ文化振興・研究
推進機構

1998-1999 10-11

2階開架 財団法人甲南病院年報 財団法人甲南病院 2010-2010 H21 配架は「こ」の棚です。

2階開架 在日外国人留学生研究報告 笹川医療研究財団 1997-2000 4-5,7

2階開架
佐川がん研究助成振興財団研究報告　　　　→【研究報告 / 佐川が
ん研究助成振興財団】参照

佐川がん研究助成振
興財団

2階開架 佐川がん研究報告
佐川がん研究助成振
興財団

2007-2010 18, 20-21
前：研究報告 / 佐川がん研究助
成振興財団(-17)

三田市民病院誌 三田市民病院 1345-2312 1998-1998 11

[し]

2階開架 ジェネリック研究

ジェンダー視点が拓く学術と社会の未来 : 対外報告

日本ジェネリック医薬
品学会

1881-9117 2007-2011
1(1-2), 2(1-2), 3(1-
2, suppl), 4(1)

日本学術会議　学術と
2階開架

→【提言 : ジェンダー視点が拓く学術と社会の未来 : 対外報告】参照 ジェンダー委員会

2階開架 滋賀看護学術研究会誌 滋賀看護学術研究会 1996-2000 1-2,5

短大 1999-1999 4

2階開架 滋賀健康科学雑誌 滋賀健康科学会 0915-843X
滋賀県社会教育施設

1995-1995 6 別題：滋賀健康科学誌

2階開架 「滋賀県社会教育施設情報化・活性化推進事業」の実証研究報告書 情報化・活性化推進事
業実行委員会

2000-2000 H11 *文部省委嘱事業

短大 事業概要 / 神戸市衛生局 神戸市衛生局 1990-1993 H2,H4,H5

２階開架事業活動報告書 / 日本看護系大学協議会
日本看護系大学協議
会

2006-2009 H17-H18, H20

2階開架 市町村保健師等の老人介護臨床研修
兵庫県国民健康保険
団体連合

2005-2005 H17

2階開架

2階開架

支部看護研究発表会集録　　　　　→<<その他看護協会>>の項参照

重度の障害をもつ仲間とボランティア : 障害の理解と安全な余暇活

日本看護協会兵庫県
支部

日本難病看護学会 2006-2006

独立行政法人福祉医療機構」(子育
て支援基金平成17年度)助成による ;

2階開架

動

重度の障がいをもつ仲間の自由で安全な社会参加の推進 : 「医療
H18

重症心身障害児の安全な移送のビ
デオ作成と支援ネットワーク事業
独立行政法人福祉医療機構 (高齢
者・障害者福祉基金, 平成18年度)



2階開架 →<<日本看護協会>>の項【平成8年度訪問看護検討委員会報告書 :
新・訪問看護教育カリキュラム(600時間)】参照

日本看護協会

2階開架
重度の障がいをもつ仲間の社会参加をすすめるために : 「高医療依
存度重度障害者における社会参加と支援ネットワークの普及事業」
報告書・資料集

日本難病看護学会事
務局

2008-2008

平成19年度「高医療依存度重度障
害者における社会参加と支援ネット
ワークの普及事業」独立行政法人福
祉医療機構高齢者・障害者福祉基

2階開架

進行する身体機能障害をもつ児童生徒の社会生活活動とボランティ
ア育成に関する事業
→【身体に障害をもつ仲間とともに : 児童・生徒の社会生活活動とボ

日本難病看護学会

金 ; 独立行政法人福祉医療機構
(高齢者・障害者福祉基金, 平成19年
福祉医療機構(子育て支援基金H15
年度)の助成による「進行する身体機
能障害をもつ児童生徒の社会生活

2階開架

ランティア】参照

身体に障害をもつ仲間とともに : 児童・生徒の社会生活活動とボラン
日本難病看護学会 2004-2004

活動とボランティア育成に関する事
業」
福祉医療機構(子育て支援基金H15
年度)の助成による「進行する身体機
能障害をもつ児童生徒の社会生活

ティア

准看護婦教育及び准看護婦(士)の実態に関する報告書

活動とボランティア育成に関する事
業」

2階開架

2階開架

→<<日本看護協会>>の項参照

小児救急看護支援ガイドライン : 小児救急看護を通した家庭応急看
護支援事業 : 平成17年度独立行政法人福祉医療機構子育て支援基

日本看護協会

神奈川県看護協会

2階開架

金助成事業
→<<その他看護協会>>の項参照

小児救急看護を通した家庭応急看護支援事業報告書 : 平成17年度
独立行政法人福祉医療機構子育て支援基金助成事業 神奈川県看護協会
→<<その他看護協会>>の項参照

女性のためのアジア アジア女性基金 : 公開シンポジ
2階開架 女性に対する暴力 : 暴力を未然に防ぐために

平和国民基金 ウム報告書

2階開架 市立芦屋病院誌 / 芦屋市立芦屋病院編 芦屋市立芦屋病院 1999-2009 6-8, 13

短大 1997-1999 4-6

2階開架 市立長浜病院年報　　→【病院年報 / 市立長浜病院】参照 市立長浜病院

2階開架 市立病院年報 / 神戸市保健福祉局病院経営管理部
神戸市保健福祉局病
院経営管理部

1994-2009 18-20,23-34

短大 1984-2004
8,10,14,15,17-
20,23-28

短大 神経・筋難病療養者のコミュニケーション 日本難病看護学会 2003-2003

2階開架 神鋼病院年報 神鋼病院 1999-2009 6, 17

短大 1997-1997 5

2階開架 身体教育医学研究 身体教育医学研究所 1345-6962 2000-2009 1-4, 6, 8-10 J-STAGEにて無料公開（1-10+)

2階開架 心的トラウマ研究 : 兵庫県こころのケアセンター研究年報

新・訪問看護教育カリキュラム（600時間）

兵庫県こころのケアセ
ンター

1880-2109 2005-2010 1-2,4-6
別題：心的トラウマ研究 : 兵庫県
こころのケアセンター研究紀要



2階開架

2階開架
→<<日本看護協会>>の項【新たな地域保健活動の創造と発展への
チャレンジ : 先駆的保健活動交流推進事業報告】参照

日本看護協会

2階開架
親密な関係に潜む女性への暴力 : 韓国との政策比較から見えてくる

福島県青少年育成・男
女共生推進機構福島

2005-2005
＊公募研究成果報告書 / 福島

日本の課題 県男女共生センター
「女と男の未来館」

県男女共生センター

[す]

2階開架
「健やかに生き安らかに逝く」ガイドブック作成事業報告書 : 独立行
政法人福祉医療機構助成事業(長寿社会福祉基金)

日本訪問看護振興財
団

2007-2007 H18

スポーツ開発・支援センター年報　　　　→ <<大学紀要>>の項参照
びわこ成蹊スポーツ大
学スポーツ開発･支援

1880-1552 2005-2008 1(1),3(1),4(1)

[せ]

2階開架 精神医学研究所業績集 精神医学研究所

国立精神・神経セン

0080-8547 2001-2009 38-46
1号=通巻34号, 23号＝通巻56号
＊背表紙には通号表記   ＊通

2階開架 精神保健研究
ター精神保健研究所

0915-065X 2003-2010 16,16supl, 17,19-23
巻は前誌「精神衛生研究」より継
承

2階開架

2階開架

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]

聖マリア医学 / 聖マリア病院

国立精神・神経セン
ター精神保健研究所

聖マリア病院

0915-0056

0285-0699

2001-2010

2000-2009

16-17,19-23
1号=通巻34号, 23号＝通巻56号
＊通巻は前誌「精神衛生研究」

25,26(1-2),27(2-
3),28(1-2),29(1-
2),30(1-
2),31(1),32(1-
2),33(1-2), 34

9-10,12-
短大 1982-1996

15,16(2),17,18,20,21

2階開架
聖マリア病院国際協力部年報　　　　　→【国際協力部年報 / 雪ノ聖 聖マリア病院国際協

2階開架

2階開架

母会聖マリア病院】の項参照
生命・環境・科学技術倫理研究 　　　　 →<<大学紀要>>の項参照

聖路加看護学会誌

力部
千葉大学文学部哲学
講座

聖路加看護学会 1344-1922 1997-2010

1(1),2(1-2),4-6(1),
7(1-
2),8(1),9(1),10(1),11
(1-2),12(1-2), 14(1)

2階開架 聖路加健康科学誌 聖路加国際病院 1341-0415 2002-2003 10-11

2階開架 関中央病院年報 関中央病院 1345-6776 2001-2001 2

2階開架 摂食嚥下障害対策事業報告書 : 平成17年度
兵庫県健康生活部健

2006-2006

2階開架
先駆的保健活動研究助成報告書　　　　→<<日本看護協会>>の項参
照
先駆的保健活動交流推進事業 ; 新たな地域保健の創造と発展への
チャレンジ

康局健康増進課
日本看護協会



2階開架

2階開架

2階開架

2階開架
地域における看護提供システムモデル事業(まちの保健室)報告書
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会

先駆的保健活動交流推進事業 : 平成18年度 ; 新やってみよう !ポ
ピュレーションアプローチ

2階開架
→<<日本看護協会>>の項【やってみよう!ポピュレーションアプローチ
: 平成18年度先駆的保健活動交流推進事業】参照

日本看護協会

2階開架
先駆的保健活動定着化のための研修実施報告集
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会

2階開架
先駆的保健活動モデル事業報告書　　　　→<<日本看護協会>>の項
参照

先駆的母子保健を展開している先進国における助産婦活動の実態

日本看護協会

別題：平成12年度社会福祉・医
2階開架 および教育、法制度、医療システム等に関する調査研究報告書 : 地

域における子育て支援のための効果的な助産婦活動に関する研究
日本助産婦会 2001-2001 療事業団「子育て支援基金」助

成による研究

2階開架 全国大学保健管理研究集会報告書

潜在看護職員の就業に関する報告書 : ナースセンター登録データに

全国大学保健管理協
会

0915-2040 1996-1996 34

基づく分析
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会中央
ナースセンター

[そ]

総合的評価に基づく個別性の尊重と地域における効率的な介護予 老人保健事業推進費等補助金
防事業の展開に関する研究事業報告書 : 平成18年度老人保健事業
推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)

全国老人保健施設協
会

2007-2007 H18 (老人保健健康増進等事業分) :
平成18年度

[た]

閉架書庫 大学行政管理学会誌 / 大学行政管理学会 大学行政管理学会 1344-0357 1999-2001 3,5
*発行元の日本語表記は1号の

閉架書庫
大学入試センター研究紀要　　　　　→【研究紀要 / 大学入試セン

大学入試センター 0287-1033
み

閉架書庫

ター】参照
大学入試センター年報 大学入試センター 1999-2000 1998-1999

2階開架
大学評価・学位授与機構研究紀要　　　　　　　→【学位研究：学位授

学位授与機構 0919-6099

2階開架
与機構研究紀要】参照
大学評価 ： 大学評価・学位授与機構研究紀要

大学評価・学位授与機
構

1347-5991 2002-2002 1-2 後：「大学評価・学位研究」

閉架書庫 大学評価・学位研究
大学評価・学位授与
機構

1880-0343 2005-2005 3(3)
前：「大学評価：大学評価・学位
授与機構研究紀要」

2階開架 大和証券ヘルス財団の助成による研究業績集

男性の性意識に関する実証的研究 : セクシュアリティの歴史的表象

大和證券ヘルス財団

福島県青少年育成・男
女共生推進機構福島

2005-2006 28-29

*公募研究成果報告書 / 福島県
と性風俗産業のフィールドワーク 県男女共生センター

「女と男の未来館」

2005-2005
男女共生センター

[ち]

2階開架 地域救急災害医療研究
地域救急災害医療研
究開発機構

1347-5924 2008-2008 7
発行元変更→北陸救急災害医
療機構(7-) ＊地域救急災害医



2階開架

2階開架
電子通信を用いた在宅福祉従事者養成研修システムの試行的事業
報告書

全国老人保健施設協
会

2007-2007 H19 医療機構(長寿社会福祉基金)助
成事業

地域における軽症うつ病対策マニュアル : 自殺防止対策を展開する
2階開架 ために : 鹿児島県伊集院保健所

→<<日本看護協会>>の項参照
地域における子育て支援のための効果的な助産婦活動に関する研
究

日本看護協会 ＊標題は奥付による

平成12年度社会福祉・医療事業
2階開架

→【モデル的助産婦活動を展開している病院への調査報告書 : 地域
における子育て支援のための効果的な助産婦活動に関する研究】参
地域のニーズをみたす研修をめざして : 研修プログラム開発小委員

日本助産婦会 団「子育て支援基金」助成による
研究

別題：研修プログラム開発小委
2階開架 会報告書 日本看護協会 員会報告書 ; 平成7年度先駆的

2階開架
→<<日本看護協会>>の項参照
地域福祉研究

地域保健医療福祉システムづくりにおける看護職の連携と役割に関

日本生命済生会福祉
事業部

0385-3616 1996-2010 24-38
保健活動交流推進事業

2階開架 する調査 : 地域保健医療福祉における看護職の役割とシステム検
討小委員会報告書 →<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会
平成7年度先駆的保健活動交流
推進事業

2階開架
地域保健活動活性化のための研修事業報告書
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会

2階開架
地域保健活動活性化のための研修実施報告集
→<<日本看護協会>>の項参照

地域保健看護活動の変革と教育 : スウェーデンの事例に学ぶ : 平成

日本看護協会

2階開架

2階開架

7年度先駆的保健活動交流推進事業・山形シンポジウム報告
→<<日本看護協会>>の項参照

地域保健行政における政策立案研修プログラム : ガイドブッ ク
→<<日本看護協会>>の項【ガイドブック地域保健行政における政策

日本看護協会

日本看護協会
立案研修プログラム : 先駆的保健活動交流推進事業】参照

2階開架 地域保健モデル事業報告書　　　　→<<日本看護協会>>の項参照 日本看護協会

2階開架 千葉看護学会会誌 千葉看護学会 1344-8846 1996-1999 1(1),2-4(1), 5(1-2)
千葉大学HPにて一部公開(1-

2階開架 千葉看護学会学術集会集録 千葉看護学会 2001-2001 3
12+)

別題：厚生省老人保健事業推進
費等補助金(老人保健健康増進

2階開架 長寿科学研究未来予測調査研究事業報告書 長寿科学振興財団 2001-2001
等事業分) : 長寿科学研究 : 未
来予測調査研究事業報告書

朝鮮奨学会学術論文集 　　　→【學術論文集 / 朝鮮奨学会『学術
論文集』編集委員会】参照

朝鮮奨学会 0287-802X

[つ・て]

2階開架 定額制を志向した看護業務量測定調査研究 病院管理研究協会 1998-1998

2階開架 提言 : ジェンダー視点が拓く学術と社会の未来 : 対外報告
日本学術会議 学術と
ジェンダー委員会

2006-2006 日本学術会議HPにて全文公開

平成18年度独立行政法人福祉



病

2階開架

告書 カラシップ委員会

2階開架 日本オーラル・ヒストリー研究
日本オーラル・ヒスト
リー学会

1882-3033 2008-2010 4-6

[と]

2階開架 東京武蔵野病院年報   →【年報 / 東京武蔵野病院】参照
精神医学研究所附属

雑誌 糖尿病と妊娠　　　　　    →雑誌へ移動しました（2010年4月）

東京武蔵野病院
日本糖尿 ・妊娠学

1347-9172 2001-2009
1(3), 2(2), 3, 4(1), ＊詳細は『所蔵雑誌一覧』を参

1階紀要 東邦看護学会誌      →<<大学紀要>>の項参照

会

東邦看護学会 2185-5757
5- 9+ 照

前：東邦大学看護研究会誌(-7),
東邦大学医学部看護学科紀要

徳島県立中央病院看護研究集録
徳島県立中央病院看
護部主任会

1998-2000 11-13

[な]

雑誌

2階開架

難病看護研究会報告集

長崎薬学・看護学連合コンソーシアム設立シンポジウム『薬学と看護
学の統合教育プロジェクト』抄録集

難病看護研究会 1979-1996 1-17.
＊詳細は『所蔵雑誌一覧』を参
照

長崎薬学・看護学連合
コンソーシアム推進セ

→【薬学と看護学の統合教育プロジェクト. 抄録集 : 長崎薬学・看護
学連合コンソーシアム設立シンポジウム】参照

ンター

[に]

1階紀要 新潟青陵学会誌     →<<大学紀要>>の項参照 新潟青陵学会 1883-759X
前：新潟青陵大学紀要　　　*新
潟青陵大学紀要と隣接配架

2階開架
ニーズから施策化へ：情報活用小委員会報告書
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会

2階開架
ニーズから施策化へ：先駆的保健活動調査研究小委員会報告書
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会

2階開架
西神戸医療センター看護部看護研究集録　　　　→【看護研究集録 / 西神戸医療センター看

2階開架
西神戸医療センター看護部】参照
21世紀ヒューマンケア研究機構研究年報

護部
21世紀ヒューマンケア

1349-2624 2003-2005 9-11
後：(財)ひょうご震災記念21世紀

2階開架 21世紀型高齢者生活施設の将来シナリオ研究報告書
研究機構
ニッセイ聖隷健康福祉

2004-2004 2004
研究機構研究年報(12-)

財団
2002, 2004, 19-20

2階開架 ニッセイ財団シンポジウムの記録集 : 高齢社会を共に生きる 日本生命財団 2002-2009
回 22-23回

各号に個別タイトルあり
後：日本創傷・オストミー・失禁ケ

2階開架

短大

日本ET協会学術雑誌 日本ET協会 1343-4543 1997-1997

1997-1997

1
ア研究会誌(2-)

1(1)

短大 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 1991-1992 7-8

2階開架
日本エイズ学会学術集会・総会 HIV陽性者参加支援スカラシップ 報

会幹事会
HIV養成者参加支援ス

2008-2008 21回



表集録
雑誌 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

1987-1994 1-8
前：日本手術看護学会発表集録
集

日本がん看護学会教育研究活動委員会報告書：化学療法を受ける
がん患者･家族の看護に関する実践･教育上の困難と課題 日本がん看護学会教

短大
→【化学療法を受けるがん患者・家族の看護に関する実践・教育上
の困難と課題 :日本がん看護学会教育研究活動委員会報告書】参照

育研究活動委員会

2階開架 日本看護医療学会雑誌 日本看護医療学会 1345-2606 1999-1999 1

雑誌 日本看護学会誌
日本看護協会,日本

0917-513X 1991-2006
1-9, 10(1) ,11(1), 16(1)で廃刊　*詳細は『所蔵雑

日本看護学会研究論文総索引　　　　　→<<日本看護協会>>の項参
看護学会 12(1), 13-16 誌一覧』を参照

短大
照

日本看護協会

雑誌 日本看護管理学会セミナー 日本看護管理学会 2000-2000 2 *詳細は『所蔵雑誌一覧』を参照

雑誌

雑誌

日本看護管理学会報告会

日本看護技術学会誌

日本看護管理学会 2000-2001 1,3 *詳細は『所蔵雑誌一覧』を参照

日本看護技術学会 1349-5429 2002-2009 1(1), 2(1), 3-8+ 以後定期購読中

2階開架
日本看護系大学協議会 事業活動報告書  日本看護系大学協議

2階開架

→【事業活動報告書 / 日本看護系大学協議会】参照

日本感染看護学会誌

会

日本感染看護学会 13479857 2003-2008 2(1), 4(1), 5(1)

2階開架
日本緩和医療学会誌

日本緩和医療学会

2階開架

→【Palliative care research : 日本緩和医療学会誌】参照

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

0287-301X 1994-1995 15-16

1(2), 2, 3(2), 4,
雑誌 日本救急看護学会雑誌 日本救急看護学会 1348-0928 2000-2010 5(2), 6-9, 10(1, *詳細は『所蔵雑誌一覧』を参照

日本公衆衛生学会近
3), 11(1)+

＊『日本公衆衛生学会近畿地方
2階開架 日本公衆衛生学会近畿地方会口演・示説要旨集

畿地方会
1997-2008 36,47

会演題集』も所蔵（第36回）
『日本公衆衛生学会近畿地方会

短大
日本公衆衛生看護教

2003-2003 42
演題集』も所蔵

2階開架 日本公衆衛生看護教育研究会誌
育研究会
日本子ども家庭総合

1997-1998 7(1),8(1)
前：日本総合愛育研究所紀要（-

2階開架

短大

日本子ども家庭総合研究所紀要
研究所

1344-2716 1997-2009

1997-1997

34-46

34
33）

雑誌 日本災害看護学会誌 日本災害看護学会 1345-0204 1999-2009
1(1-2),2-10, 11(1-
2,増刊)+

以後定期購読中  *詳細は『所
蔵雑誌一覧』を参照

雑誌 日本在宅ケア学会誌 日本在宅ケア学会 1346-9649 1998-2008
1(1), 3(1), 4(1),
5(2), 9-10, 11(1),
12(1)+

詳細は『所蔵雑誌一覧』を参照

雑誌 日本手術看護学会発表集録集 日本手術看護学会 1995-2003 9-17
別題：日本手術看護学会集録集
後：日本手術室看護学会研究発



2階開架 日本母乳哺育学会雑誌 日本母乳哺育学会 1882-4242 2007-2010 1(2), 3(2), 4(1-2)
り *年2回発行

2階開架 日本未病システム学会雑誌
日本未病システム学
会

1347-5541 2009-2009 15(1-2)

雑誌 日本小児看護学会誌 日本小児看護学会 1344-9923 1999-2010 8-18, 19(1)+
前：日本小児看護研究学会誌

日本小児看護研究学
＊8(1)=通巻14号
後：日本小児看護学会誌　　＊

雑誌 日本小児看護研究学会誌
会
日本私立看護大学協

1340-4377 1992-1998 1-7
7(2)=通巻13号の表記

短大 日本私立看護大学協会結成20周年記念誌 : 1996
会

1996-1996

2階開架 日本赤十字看護学会誌 日本赤十字看護学会 1346-1346 2001-2003 1, 3(1別刷) ＊3(1)は別刷のみ(本誌は欠号)
日本赤十字社幹部看

2階開架 日本赤十字社幹部看護婦研修所紀要
護婦研修所

0289-3851 1997-2003 13-16

2階開架 日本総合愛育研究所紀要　目次(第1集～第３３集) 日本総合愛育研究所
後：日本子ども家庭総合研究所

2階開架 日本総合愛育研究所紀要 日本総合愛育研究所 0286-4908 1996-1996 33
紀要（34-）

短大 1964-1996 1-16,18-33

2階開架 日本創傷・オストミー・失禁ケア研究会誌 日本ET協会 1344-3771 1999-2003 3(1),4-6,7(2) 前：日本ET協会学術雑誌(-1)

短大 1998-2000 2(1)-4(1,2) 2(1)=通巻3号

2階開架 日本地域看護学会誌 日本地域看護学会

日本糖尿病教育・看護

1346-9657 2001-2004 3,4(1),7(1) *出版者は医学書院

WY1 日本糖尿病教育・看護学会誌
学会

1342-8497 1997-1997 1 ISBN：9784260342674

雑誌 日本難病看護学会誌 日本難病看護学会 1343-1692 1997-2007 1(1), 2-6(2), 7-12 詳細は『所蔵雑誌一覧』を参照

WT155

雑誌

日本認知症ケア学会誌 日本認知症ケア学会 1347-345X 2006-2006

2006-2008

5(3)

5(1,3), 6-7
49(2-6),50(1-
3,6,suppl),51(1-4),

詳細は『所蔵雑誌一覧』を参照

※55(4)-56(1)までノンブルの表
記ミス有り

雑誌 日本農村医学会雑誌 日本農村医学会 0468-2513 2000-2009 52(5-6),53(1-3,5-
6),55(1-4,6),56(1-

＊以後「雑誌」として受入。
詳細・最新号についてはカウン

日本版成人・高齢者用アセスメントとケアプラン : 在宅用と施設用を 日本訪問看護振興財
6), 57, 58(1-5)+ ターまで。

2階開架
共有して展開 団

2階開架 日本ハンセン病学会雑誌 日本ハンセン病学会 1342-3681 2003-2003 72(2)

2階開架 日本肥満学会誌　　　→【肥満研究 : 日本肥満学会誌】参照 日本肥満学会 1343-229X
日本訪問看護振興財

2階開架 日本訪問看護振興財団健康保健組合連合会調査研究報告
団事業推進部
日本訪問看護振興財

1996-1996 2

2階開架 日本訪問看護振興財団調査研究報告
団事業推進部
日本保健医療行動科

1996-1996 5

W1 日本保健医療行動科学会年報
学会

0914-1073 1986-2006 1-21 各副題有り

2階開架 日本母性看護学会誌 日本母性看護学会 1345-773X 2001-2003 2(1-2),3(1)
1巻2号 (2007)よりISSNの表示あ



2階開架

2階開架

2階開架

2階開架

図書

2階開架 病院年報 / 市立長浜病院 市立長浜病院 2002-2009
H14,H16-H18,
H20-H21

日本未病システム学
2階開架 日本未病システム学会近畿地方会プログラム・抄録集

会
日本ルーラルナーシン

2009-2009 第2回

2階開架 日本ルーラルナーシング学会誌
グ学会事務局

1881-2783 2006-2008 1-3

2階開架

2階開架

日本ロービジョン学会誌 / 日本ロービジョン学会

人間看護学研究    　　 →<<大学紀要>>の項参照

日本眼科紀要会 0015-5667
滋賀県立大学人間看
護学部

1349-2721

2001-2010 1-2,4-10

2階開架 認知症高齢者とその家族を支えるシンポジウム事業報告書
全国老人保健施設協
会

2007-2007 H19
平成18年度独立行政法人福祉医療
機構 (長寿社会福祉基金) 助成事業

2階開架
認知症高齢者の多角的評価に基づくリハビリテーションのあり方に関
する研究事業報告書

全国老人保健施設協
会

2006-2006 H17
独立行政法人福祉医療機構 (長寿
社会福祉基金) 助成事業 : 平成17
年度

認知症短期集中リハビリテーションの実態と効果に関する研究事業
報告書 : 平成18年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康

全国老人保健施設協
会

2007-2007 H18
老人保健事業推進費等補助金(老人
保健健康増進等事業分) : 平成18年

増進等事業分) 度

[ぬ・ね]

発行元名変更→社会医療法人
年報 / 医療法人医真会 医療法人医真会 2008-2009 14-15

医真会(15-)
年報 / 東京武蔵野病院

精神医学研究所附属
2001-2004 13-14,16

[の]

東京武蔵野病院

脳科学研究成果発表会報告書 : 厚生科学研究費研究成果等普及
長寿科学振興財団

啓発事業　  → <<科学研究>>の項参照

[は]

ハイテク・リサーチ・センター : バーチャルホスピタルの研究開発 別題：バーチャルホスピタルの研

1階開架
→<<大学紀要>>の項【バーチャルホスピタルの研究開発 : 平成9年
度～平成13年度私立大学学術研究高度化推進事業(ハイテク・リ
サーチ・センター整備事業)研究成果報告書】参照

川崎医療福祉大学（研
究代表者：上田智）

究開発 : 平成9年度～平成13年
度私立大学学術研究高度化推
進事業(ハイテク・リサーチ・セン

阪神淡路大震災のストレスが妊産婦および胎児に及ぼした長期的影
響に関する疫学的調査

兵庫県産科婦人科学
会

2003-2003
＊詳細はOPACで検索して下さ
い。

→<<図書>>へ移動しました(2010年6月）

[ひ]

図書
被災児童の震災の心理的影響時に関する調査研究報告書   →<<図

兵庫県ヒューマンケア
研究機構こころのケア 2002-2002

＊詳細はOPACで検索して下さ
書>>へ移動しました(2010年6月）

研究所
い。

2階開架

短大

肥満研究 : 日本肥満学会誌

姫路聖マリア病院誌

日本肥満学会 1343-229X 2005-2005 11(1-3,suppl)

姫路聖マリア病院 1344-9303 1992-1992 3

短大
病院管理センター年報
→【神戸市衛生局病院管理センター　病院管理センター年報】参照

神戸市衛生局病院管
理センター



2階開架

2階開架

2階開架
の在り方に関する調査研究事業報告書 会

1999-1999
業団助成事業 ; 委員長:竹中浩

2階開架 訪問看護・在宅ケア研究助成事業報告書
日本訪問看護振興財
団

1997-1997 H8 平成8年度=第2回

訪問看護サービスにおける精神障害・痴呆の対象者へのケア提供 全国訪問看護事業協 ＊平成9年度社会福祉・医療事

短大 2000-2000 Ｈ12

1階紀要＊ 病院年報 / 美喜和会オレンジホスピタル
美喜和会オレンジホス
ピタル

2008-2008 H20
＊配架場所は1階「新設大学・周
辺領域紀要コーナー」

2階開架
兵庫県こころのケアセンター研究紀要　→【心的トラウマ研究 : 兵庫
県こころのケアセンター研究年報】参照

兵庫県こころのケアセ
ンター

1880-2109

2階開架

2階開架

兵庫県児童相談所研究紀要
兵庫県人権啓発協会研究紀要　　　　→【研究紀要  Bulletin of the

兵庫県中央児童相談
所企画指導課
兵庫県人権啓発協会

1997-1997 2

researches / 兵庫県人権啓発協会】参照

兵庫県内における自殺未遂, 自殺既遂患者の動向に関する調査研
兵庫県ヒューマンケア

2階開架
究報告書

研究機構こころのケア
研究所

2002-2002

2階開架 兵庫県におけるがん登録
兵庫県立成人病セン
ター

1988-1992 1988-1992

2階開架 兵庫県母性衛生学会雑誌 兵庫県母性衛生学会 1992-1998 1-7

2階開架
兵庫県立教育研修所研究紀要　　　　　→【研究紀要 / 兵庫県立教
育研修所】参照

兵庫県立教育研修所

2階開架 兵庫県立こども病院年報 兵庫県立こども病院 0913-7262 1998-2009 28-31,33,35-40

12-19,22-
短大

短大 兵庫県立塚口病院年報 兵庫県立塚口病院

1981-2003

1990-1992

25,28,30,31,33,34

7-9

短大 兵庫県立総合リハビリテーションセンター紀要
兵庫県立総合リハビリ

1993-1993 1993
テーションセンター

ひょうご震災記念21世紀研究機構研究年報　　　　　→【(財)ひょうご
震災記念21世紀研究機構研究年報】参照

ひょうご震災記念21世
紀研究機構

1881-8080
前：21世紀ヒューマンケア研究機
構研究年報(-11)

2階開架 ひょうごの公衆衛生 兵庫県公衆衛生協会 2007-2008 22-23

[ふ][へ]

2階開架 米国の疾病分類を使った看護資源の適正配分に関する研究報告書 医療経済研究機構 1997-1997
平成9年度老人保健健康増進等
事業による研究報告書

2階開架

2階開架

ヘルスリサ-チフォ-ラム及び研究助成金贈呈式

ヘルスリサーチワークショップ出会いと学び

ファイザーヘルスリ
サーチ振興財団

2007-2010 14回-17回 各回毎に標題・ISBN有。

ファイザーヘルスリ
2008-2010 4回-6回 各回毎に標題・ISBN有。

サーチ振興財団

変革期における看護職の役割：カナダ政策セミナー報告
日本看護協会

→<<日本看護協会>>の項参照

[ほ]



短大

ター

2階開架
モデル的助産婦活動を展開している病院への調査報告書 : 地域に
おける子育て支援のための効果的な助産婦活動に関する研究

日本助産婦会 2001-2001
平成12年度社会福祉・医療事業
団「子育て支援基金」助成による
研究

訪問看護事業所数の減少要因の分析及び対応策のあり方に関する

2階開架
調査研究事業
研究報告書 : 老人保健健康増進推進事業     　　→<<日本看護協会
>>の項参照

訪問看護ステーションにおける看護婦等の人材確保に関する調査

日本看護協会

2階開架 →<<日本看護協会>>の項【「平成11年訪問看護ステーションにおけ
る看護婦等の人材確保に関する調査」報告書】参照

訪問看護利用者に対する医療型療養通所介護サービスの試みとそ

日本看護協会中央
ナースセンター

大阪府健康福祉部医
大阪府訪問看護推進協議会事業
「医療多機能型サービスの展開に向

2階開架 の評価報告書 : 平成18年度大阪府訪問看護推進協議会事業「医療
多機能型サービスの展開に向けた訪問看護充実の検討」報告

務・福祉指導室医療対
策課看護グループ

2007-2007 けた訪問看護充実の検討」報告 : 平
成18年度

2階開架
暴力に対する効果的なリスクアセスメント及びマネージメント : マニュ
アル作成に向けて / 落合眞喜子主任研究者

国立肥前療養所 2004-2004

＊図書としてWY115にも有

第1報
国立病院・療養所共同基盤研究
報告書 ; 平成15年度

2階開架
暴力に対する効果的なリスクアセスメント及びリスクマネージメント :
包括的暴力防止プログラムの開発と施設への導入 平成16年度国立 肥前精神医療センター 2005-2005 第2報

短大

病院機構共同研究(臨床看護研究等)報告書

保健医療科学 国立保健医療科学院 1347-6459 2002-2003 51(2-4),52,53(1) 前： 公衆衛生研究 (-51(1))
保健活動の基盤整備に関する調査：保健活動基盤整備研究小委員

2階開架 会報告書
→<<日本看護協会>>の項参照

日本看護協会

2階開架

2階開架

保健所保健活動モデル事業報告書 : 先駆的保健活動交流推進事業
→<<日本看護協会>>の項参照
ホスピスケアに関する研究報告

日本看護協会
笹川医学医療研究財
団

北海道浅井学園大学

1999-1999 1
発行元名変更：浅井学園北方圏
生活福祉研究所年報編集委員

北方圏生活福祉研究所年報 / 浅井学園北方圏生活福祉研究所
→<<大学紀要>>の項参照

人間福祉学部北方圏
生活福祉研究所

1342-761X 会→ 北海道浅井学園大学人間
福祉学部北方圏生活福祉研究
所

[ま行]

2階開架 三木市民病院紀要
三木市立三木市民病
院

2001-2010 5,7-8

短大 1983-2004 1,5-6

2階開架 南九州看護研究誌 　　  →<<大学紀要>>の項参照
宮崎医科大学医学部
看護学科

1348-1894 宮崎大学HPにて全文公開

2階開架
未病と抗老化 ; Pre symptomatic medicine and anti aging  →【老人
病研究所紀要 / 博慈会老人病研究所編】参照

博慈会 1347-667X

閉架書庫

閉架書庫

メディア教育開発センター研究報告　　　　→【研究報告 / メディア教
育開発センター】参照
メディア教育研究

メデイア教育開発セン
ター

1343-1080
メディア教育開発セン

1344-1264 1999-2007 3-9,11-12;1-3,4(1)



2階開架

2階開架 老人看護文献集 所看護ヘルスケア部
門 99/2000-01

2階開架 老人病研究所紀要 / 博慈会老人病研究所編 博慈会 1347-667X 2009-2009 18(1)
別題 : 未病と抗老化 ; Pre
symptomatic medicine and anti aging

1998-2002

2階開架
モバイルデイケア (巡回型通所リハビリテーション) の試行的事業に 全国老人保健施設協

2006-2006 H18
平成17年度老人保健事業推進

2階開架

2階開架

係る調査報告書

文部省科学研究費・国際学術研究海外学術調査ニュースレター

文部科学省大学評価研究委託事業報告書 : 看護学専門領域の評
価基準・評価体制の開発研究事業 : 看護系大学・大学院の質向上シ
ステムの構築を目指して
→【看護学専門領域の評価基準・評価体制の開発研究事業報告書 :

会

国際学術研究総括班 0919-7893 1997-1997 35,36

日本看護系大学協議

費等国庫補助事業

平成19年度文部科学省大学評

看護系大学・大学院の質向上システムの構築を目指して : 平成19年
度文部科学省大学評価研究委託事業 / 東京大学大学院医学系研

会 価研究委託事業

究科地域看護学分野編】参照

[や行]

2階開架 薬害HIV感染被害者(患者・家族)への面接調査報告
薬害HIV感染被害者
(患者・被害者)生活実
態調査委員会

2005-2005
本報告書は、はばたき福祉事業団お
よび大阪HIV薬害訴訟原告団の事業
の一環として作成された
文部科学省「大学教育充実のため

2階開架
薬学と看護学の統合教育プロジェクト. 抄録集 : 長崎薬学・看護学連
合コンソーシアム設立シンポジウム

長崎薬学・看護学連合
コンソーシアム推進セ 2009-2009 H21

の戦略的大学連携支援プログラム」
選定取組　在宅医療と福祉に重点化

ンター した薬学と看護学の統合教育とチー
ム医療総合職養成の拠点形成

QZ206
安田記念医学財団癌研究助成成果報告集 　　　→【癌研究助成成
果報告集】参照 ＊図書に移動（2010年2月）

安田記念医学財団
やってみよう！！ポピュレーション アプローチ 　→<<日本看護協会
>>の項参照

日本看護協会

2階開架 山口県看護研究学会　　　　　　　→<<その他看護協会>>の項参照 山口県看護協会

[ら行]

短大

2階開架

離職ナースの就業意向調査　　　→<<日本看護協会>>の項参照

リハビリテーション (総合) 実施計画を包括する介護サービス計画書

日本看護協会

全国老人保健施設協
2006-2006 H17

平成17年度老人保健事業推進
(ケアプラン) 作成のあり方に関する研究事業報告書 会 費等国庫補助事業

特定調査研究「リハビリテーショ
2階開架

1階紀要

リハビリテーションの効果に関する研究 / リハビリテーションの効果
に関する研究グループ編

琉球医学会誌    →<<大学紀要>>の項参照

セコム科学技術振興
財団

2002-2002 ンの効果に関する研究」成果報
告書 ; セコム科学技術振興財

琉球医学会 1346-888X
前：琉球大学医学会雑誌 : 医学
部紀要(-11)

療養学習支援センター年報 大阪府立大学大学院
1階紀要 →<<大学紀要>>の項【療養学習支援センター年報 / 大阪府立大学

大学院看護学研究科】参照
看護学研究科　療養
学習支援センター
老人の専門医療を考

2階開架 老人医療実践マニュアル
える会
東京都老人総合研究

1997-1997

1996-97/1998-



Research Conference. -- Annotated edition
本看護科学会)

講演集 / 日本看護科学学会

2階開架 Palliative care research : 日本緩和医療学会誌 日本緩和医療学会 2006-2009 1-4
J-STAGEにてOnline版が無料公
開中 ＊掲載内容は冊子版と一

短大 Nursing Science（=日 1997-1997

2階開架
老人保健健康増進等事業による研究報告書 　　　　　　　　　　　→
【各号毎に標題有。各標題名を参照】

医療経済研究機構

[わ行]

平成12年度社会福祉・医療事業
2階開架 わが国における助産婦の子育て支援活動に関する調査報告書 日本助産婦会 2001-2001

団「子育て支援基金」助成による

2階開架

[A～Z]

Advances in Aging and Health Research 長寿科学振興財団 1998-2003
1998,2000-
2001 2003

2階開架
Annual report of the research Institute of Tuberculosis
→【結核予防会結核研究所研究業績集　Annual report of the

結核予防会結核研究

2階開架

Research Institute of Tuberculosis】参照

DRI調査研究レポート

所年報編集委員会

阪神・淡路大震災記念
1349-0389 2003-2009 3,10-20, 22-24 各副題有り

人と防災未来センター
Kawasaki Medical

2階開架

短大

Kawasaki Journal of Medical Welfare Welfare Society
(=川崎医療福祉学会）

1341-5077 1997-2007 3-12(2),13(1)

1995-2003 1-9

2階開架
HIV陽性者参加支援スカラシップ 報告書
→【日本エイズ学会学術集会・総会 HIV陽性者参加支援スカラシップ

HIV養成者参加支援ス
カラシップ委員会

報告書】参照
The Japanese

2階開架

閉架書庫

Journal of rural medicine : JRM

NII journal / National Institute of Informatics

Association of Rural
Medicine(=日本農村医

1880-487X

国立情報学研究所 1345-9996

2007-2010 2(2), 4(1-2), 5(1-2)

2000-2004 1-8
別題：National Institute of

Nursing : beyond art and science : 2nd International Nursing
Japan Academy of

Informatics journal

別題：第2回国際看護学術集会
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