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平成２８年度　国内雑誌定期購入一覧

№ 雑　　誌　　名 発　行　所 数量 備考
1 The Tohoku Journal of Experimental medicine 東北ジャーナル刊行会 月刊
2 日本整形外科学会雑誌 丸善雄松堂 月刊
3 医学のあゆみ 医歯薬出版 週刊
4 日本臨床 日本臨牀社 月刊
5 手術 金原出版 月刊
6 日本胸部臨床 克誠堂出版 月刊 平成29年より休刊のため削除

7 臨床雑誌・胸部外科 南江堂 月刊
8 消化器外科 へるす出版 月刊
9 小児科 金原出版 月刊

10 小児科診療 診断と治療社 月刊
11 小児外科 東京医学社 月刊
12 小児内科 東京医学社 月刊
13 産婦人科の実際 金原出版 月刊
14 周産期医学 東京医学社 月刊
15 関節外科 メジカルビュー社 月刊
16 整形災害外科 金原出版 月刊
17 臨牀整形外科 医学書院 月刊 平成29年1月から削除
18 脳神経外科 医学書院 月刊
19 脳神経外科速報 メディカ出版 月刊
20 BRAIN and NERVE-神経研究の進歩- 医学書院 月刊
21 Clinical Neuroscience　 中外医学社 月刊
22 泌尿器外科 医学図書出版 月刊
23 臨床泌尿器科 医学書院 月刊
24 皮膚科の臨床 金原出版 月刊
25 皮膚病診療 協和企図通信 月刊
26 Monthly Book Derma（デルマ） 全日本病院出版会 月刊 平成29年1月から削除
27 臨床皮膚科 医学書院 月刊
28 眼科ケア メディカ出版 月刊
29 JOHNS.　 東京医学社 月刊
30 デンタル・ダイヤモンド デンタル・ダイヤモンド社 月刊
31 QDIクインテッセンスデンタルインプラントロジー クインテッセンス出版 隔月
32 映像情報メディカル 産業開発機構 月刊 平成29年1月から削除
33 臨床放射線 金原出版 月刊
34 癌の臨床 篠原出版新社 隔月
35 Lisa（リサ） メディカルサイエンスインターナショナル 月刊
36 ＩＣＵとＣＣＵ　 医学図書出版 月刊
37 Infection Control メディカ出版 月刊
38 総合診療のGノート 羊土社 隔月
39 Hospitalist メディカルサイエンスインターナショナル 季刊
40 病院 医学書院 月刊
41 検査と技術 医学書院 月刊
42 メディカルテクノロジー　 医歯薬出版 月刊
43 作業療法ジャーナル 三輪書店 月刊
44 理学療法 メディカルプレス 月刊
45 デンタルハイジーン　 医歯薬出版 月刊
46 臨床栄養 医歯薬出版 月刊
47 Monthly Book Orthopaedics 全日本病院出版会 月刊 平成29年1月より購読開始
48 臨床麻酔 真興交易医書出版部 月刊 平成29年1月より購読開始
49 月刊インナービジョン インナービジョン 月刊 平成29年1月より購読開始
50 理学療法ジャーナル 医学書院 月刊 平成29年1月より購読開始
51 月刊福祉 全国社会福祉協議会 月刊 平成29年1月より購読開始
52 OCULISTA 全日本病院出版会 月刊 平成29年1月より購読開始
53 医療タイムス　週刊医療レポート 医療タイムス社 週刊
54 新医療 エム・イー振興協会 月刊
55 心エコー 文光堂 月刊
56 緩和ケア 青海社 隔月
57 看護 日本看護協会出版会 月刊
58 看護管理 医学書院 月刊
59 看護教育 医学書院 月刊
60 看護研究 医学書院 隔月
61 看護展望 メヂカルフレンド社 月刊
62 月間薬事 じほう 月刊

63 薬事新報 薬事新報社 週刊

64 薬局 南山堂 月刊

65 臨床と微生物 近代出版 隔月

66 ヘルスケア・レストラン 日本医療企画 月刊

67 クリニカル・エンジニアリング 学研メディカル秀潤社 月刊

68 保険診療 医学通信社 月刊

69 Auris　Nasus　Larynx ANL講読会 隔月

70 日本内分泌学会雑誌 日本内分泌学会 季刊

71 International Journal of Hematology 日本血液学会 月刊

73 Journal of radiation research 日本放射線影響学会 隔月

74 膵臓 日本膵臓学会 隔月

75 日本産科婦人科学会雑誌 日本産科婦人科学会 月刊

76 日本周産期・新生児医学会雑誌 日本周産期・新生児医学会 季刊

77 日本生殖医学会雑誌 日本生殖医学会 季刊

78 日本ペインクリニック学会誌 日本ペインクリニック学会 季刊

79 日本ペインクリニック学会誌抄録集 日本ペインクリニック学会 年1回

80 日経ヘルスケア 日経ビーピー 月刊

81 看護きろくと看護過程 日総研出版 隔月

82 継続看護時代の外来看護 日総研出版 季刊

83 Oncology　NURSE 日総研出版 隔月

84 地域連携　入退院支援 日総研出版 隔月

85 きょうの健康 さわや書店 月刊

86 栄養と料理 さわや書店 月刊

2,022,138国内雑誌購入金額


