
雑誌名 (A) 出版者

1 亜鉛栄養治療 近畿亜鉛栄養治療研究会
2 秋田県医師会雑誌 秋田県医師会
3 青森県立保健大学雑誌 青森県立保健大学
4 青森労災病院医誌 青森労災病院
5 旭川厚生病院医誌 旭川厚生病院
6 旭川赤十字病院医学雑誌 旭川赤十字病院
7 明日の臨床（愛知県保険医協会） 愛知県保険医協会

雑誌名 (B) 出版者

1 Bacterial Adherence & Biofilm Bacterial Adherence & Biofilm学会
2 防衛医科大学校雑誌 防衛医科大学校
3 母子保健情報 日本子ども家庭総合研究所
4 Bulletin of the Osaka Medical College 大阪医科大学

雑誌名 (C) 出版者

1 筑水会神経情報研究所筑水会病院年報 地区水会病院
2 中部リウマチ 中部リウマチ学会

雑誌名 (D) 出版者

1 Dental medicine research 昭和大学

2 Diabetes journal：糖尿病と代謝
ディアベテス・ジャーナル社（山之内
製薬）

3 獨協医科大学看護学部紀要 獨協医科大学
4 道南医学会誌 道南医学会
5 Drug delivery system DDS研究会.（医薬ジャーナル社）

雑誌名 (E) 出版者

1 愛媛医学 愛媛医学会
2 愛媛労災病院医学雑誌 愛媛労災病院

雑誌名 (F) 出版者

1 不安障害研究 日本不安障害学会
2 福岡県保健環境研究所年報 福岡県保健環境研究所
3 福島医学雑誌 福島医学会
4 福島労災病院医誌 福島労災病院

雑誌名 (G) 出版者

1 General Medicine 日本総合診療医学会会誌
2 岐阜県医師会医学雑誌 岐阜県医師会
3 群馬県衛生環境研究年報 群馬県衛生環境研究所

雑誌名 (H) 出版者

1 函館医学誌 函館医学会
2 廣島醫學 広島医学会
3 北海道医療大学看護福祉学部学会誌 北海道医療大学看護福祉学部
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雑誌名 (H) 出版者

4 北海道医療大学看護福祉学部紀要 北海道医療大学看護福祉学部
5 北海道勤労者医療協会看護雑誌 北海道勤労者医療協会
6 北海道歯学雑誌 北海道歯学会
7 北陸外科学会雑誌 北陸外科学会
8 北陸と公衆衛生 北陸公衆衛生学会
9 北陸公衆衛生学会誌 北陸公衆衛生学会
10 Hospital dentistry & oral-maxillofacial surgery 日本病院歯科口腔外科協議会
11 兵庫医科大学医学会雑誌 兵庫医科大学
12 兵庫医療大学紀要 兵庫医療大学

13
兵庫県立大学地域ケア開発研究所
研究活動報告集

兵庫県立大学地域ケア開発研究所

14
兵庫県立健康生活科学研究所健康科学
研究センター研究報告

兵庫県立健康生活科学研究所健康
科学研究センター

雑誌名 (I) 出版者

1 茨城県農村医学会雑誌 茨城県農村医学会
2 茨城県立病院医学雑誌 茨城県立病院
3 IMJ ：International Medical Journal 国際文化交流事業財団
4 医療看護研究 順天堂大学医療看護学部
5 医療経済研究 医療経済研究機構
6 石川県立中央病院医学誌 石川県立中央病院

7 IVR
日本インターベンショナルラジオロ
ジー学会

8 岩見沢市立総合病院医誌 岩見沢市立総合病院
9 岩手医学雑誌 岩手医学会

雑誌名 (J) 出版者

1 Japanese Dental Science Review 日本歯科医学会
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1 Japanese Dental Science Review 日本歯科医学会

2
Japanese journal of maxillo facial implants(日
本顎顔面インプラント学会誌）

日本顎顔面インプラント学会

3
Japanese journal of medical ultrasonics ：超音
波医学

日本超音波医学会

4
Japanese journal of nephrology ：
日本腎臓学会誌

日本腎臓学会

5
Japanese journal of oral infectious diseases
日本口腔感染症学会雑誌 (JOID)

日本口腔感染症学会

6 Japan Medical Association Journal  (JMAJ) 日本医師会
7 JHAC　（病院管理者協議会会誌） 病院経営管理士会
8 JOSKAS/日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会誌 日本関節鏡･膝･スポーツ整形外科学
9 Journal of Oral Science 日本大学歯学部
10 Journal of Spine Research 日本脊椎脊髄病学会
11 Journal of St. Marianna University 聖マリアンナ医科大学医学会
12 腎炎症例研究 日本ベーリンガーインゲルハイム
13 人工血液 日本血液代替物学会
14 循環器病研究の進歩 協和企画
15 純真学園大学雑誌 純真学園大学

雑誌名 (K) 出版者

1 化学療法研究所紀要 化学療法研究会
2 鹿児島大学医学部保健学科紀要 鹿児島大学医学部保健学科
3 鹿児島純心女子大学看護栄養学部紀要 鹿児島純心女子大学看護栄養学部

4
神奈川医学会雑誌 ; The journal of the Kanagawa
Medical Association

神奈川県医師会

5 神奈川県立保健福祉大学誌 神奈川県立保健福祉大学
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雑誌名 (K) 出版者

6
神奈川県立保健福祉大学 ; 保健福祉学部　保健福祉
学研究科

神奈川県立保健福祉大学

7 環境研究 日立環境財団
8 漢方医学  Science of Kampo Medicine 臨床情報センター
9 漢方と最新治療 世論時報社

雑誌名 (M) 出版者

1 末梢神経 日本末梢神経学会
2 松山赤十字病院医学雑誌 松山赤十字病院
3 Medical　ASAHI（メディカル朝日） 朝日新聞社

4
Medical journal of Japanese Red Cross Society
Wakayama Medical Center = 日本赤十字社和歌山医
療センター医学雑誌

日本赤十字社和歌山医療センター

5 明海歯科医学(前の雑誌名　明海大学歯学雑誌） 明海歯科医学会
6 Minophagen medical review ミノファーゲン製薬
7 三菱神戸病院誌 三菱神戸病院
8 宮崎県医師会医学会誌 宮崎県医師会
9 MMJ 毎日新聞社

雑誌名 (N) 出版者

1 南予医学雑誌 市立宇和島病院生活協同組合
2 内観研究 日本内観学会
3 Nano　Biomedicine ナノ･バイオメディカル学会
4 奈良県立奈良病院医学雑誌 奈良県立奈良病院
5 日獨医報 バイエル薬品
6 日本外科系連合学会誌 日本外科系連合学会
7 日本肘関節学会雑誌 日本肘関節学会
8 日本検査血液学会雑誌 日本検査血液学会
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8 日本検査血液学会雑誌 日本検査血液学会
9 日本子ども家庭総合研究所紀要 日本子ども家庭総合研究所
10 日本口腔顔面痛学会雑誌 日本口腔顔面痛学会
11 日本救急看護学会雑誌 日本救急看護学会
12 日本無菌生物ﾉｰﾄﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ学会総会 日本無菌生物ﾉｰﾄﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ学会
13 日本応用酵素協会誌 日本応用酵素協会
14 日本臨床腎移植学会雑誌 日本臨床腎移植学会
15 日本臨床検査標準協議会会誌 日本臨床検査標準協議会
16 日本臨床免疫学会会誌 日本臨床免疫学会
17 日本性感染症学会誌 日本性感染症学会
18 日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会雑誌 日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会
19 日本赤十字広島看護大学紀要 日本赤十字広島看護大学
20 日本脊髄障害医学会雑誌 日本脊髄障害医学会
21 日本歯科医師会雑誌 日本歯科医師会
22 日本小児放射線技術 日本小児放射線技術研究会
23 日本小児臨床薬理学会雑誌 日本小児臨床薬理学会
24 日本集中治療医学会雑誌 日本集中治療医学会
25 日本ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ外科学会会誌 日本ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ外科学会
26 日本薬物脳波学会雑誌 日本薬物脳波学会
27 日本在宅医学会雑誌 日本在宅医学会
28 日本頭痛学会誌 日本頭痛学会
29 新潟保健環境科学研究所年報 新潟保健環境科学研究所
30 新潟青陵学会誌 新潟青陵学会
31 人間看護学研究(滋賀県立大学看護学部） 滋賀県立大学看護学部
32 人間と科学：県立広島大学保健福祉学部誌 県立広島大学保健福祉学部
33 日生病院医学雑誌 日生病院
34 脳循環代謝   (日本脳循環代謝学会機関誌） 日本脳循環代謝学会
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雑誌名 (N) 出版者

35 脳死・脳蘇生 日本脳死･脳蘇生学会

雑誌名 (O) 出版者

1 大分県医学会雑誌 大分県医学会雑誌編集委員会
2 沖縄医学会雑誌 沖縄県医師会医学会
3 尾道市立市民病院医学雑誌 尾道市立市民病院医学

4 大阪大学看護学雑誌
大阪大学大学院医学系研究科保健
学専攻

5 大阪医科大学雑誌 大阪医科大学
6 大阪労災病院医学雑誌 大阪労災病院
7 大阪市立環境科学研究所報告調査・研究年報 大阪市立環境科学研究所

8 大阪てんかん研究会雑誌 大阪てんかん研究会

雑誌名 (R) 出版者

1 ライフ・エクステンション研究所紀要 ライフ･エクステンション研究所
2 洛和会病院医学雑誌 洛和会病院
3 洛和会ヘルスケア学会 洛和会ヘルスケアシステム
4 洛和会ヘルスケアシステムのご案内 洛和会ヘルスケアシステム
5 リンパ学 日本リンパ学会
6 臨床評価 臨床評価刊行会
7 臨床リウマチ 日本臨床リウマチ学会
8 臨床シミュレーション研究 日本臨床リウマチ学会
9 臨床体温 ｢臨床体温｣編集委員会
10 臨床薬理の進歩 臨床薬理研究振興財団

11 老年歯科医学 日本老年歯科医学会
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11 老年歯科医学 日本老年歯科医学会

雑誌名 (S) 出版者

1 済生 恩賜財団済生会
2 最新精神医学 世論時報社
3 埼玉小児医療センター医学誌 埼玉小児医療センター
4 佐久大学看護研究雑誌 佐久大学看護学部
5 札幌保健科学雑誌 札幌医科大学保健医療学部
6 札幌保健医療大学紀要 札幌保健医療大学
7 成長科学協会研究年報 成長科学協会
8 聖マリア学院大学紀要　(前誌が聖マリア学院紀要） 聖マリア学院大学
9 聖マリア医学 雪の聖母会聖マリア病院
10 聖マリアンナ医学研究誌 聖マリアンナ会聖マリアンナ医学研
11 聖マリアンナ医科大学雑誌 聖マリアンナ医科大学
12 西南女学院大学紀要 西南女学院大学
13 聖泉看護学研究 聖泉大学看護学部
14 精神保健 精神医療学会

15 精神保健研究
国立精神･神経医療研究センター精
神保健研究所

16 仙台市立病院医学雑誌 仙台市立病院
17 滋賀医学 滋賀県医師会
18 滋賀県産科婦人科雑誌 滋賀医科大学産科学婦人科学講座
19 重井医学年報 創和会
20 歯科医学 大阪歯科学会
21 島根県立中央病院医学雑誌 島根県立中央病院
22 進歩する心臓研究 協和企画
23 診療情報管理 日本診療情報管理学会
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雑誌名 (S) 出版者

24 心的トラウマ研究
ひょうご震災記念21世紀研究機構兵
庫県こころのケアセンター研究部

25 心臓病センター榊原病院雑誌 心臓病センター榊原病院

26 市立室蘭総合病院医誌 市立室蘭総合病院
27 市立堺病院医学雑誌 市立堺病院
28 市立豊中病院医学雑誌 静岡県立総合病院
29 静岡県立総合病院医学雑誌 静岡県立総合病院
30 消化器心身医学 消化器心身医学
31 小児がん 日本小児がん学会
32 SRL宝函 消化器心身医学研究会
33 住友病院医学雑誌 住友病院
34 Sysmex journal（Suppl.) シスメックス(株)学術本部

35 Sysmex journal international シスメックス(株)学術本部

雑誌名 (T) 出版者

1 代謝異常治療研究基金研究業績集 代謝異常治療研究基金
2 胆膵の病態生理 日本胆膵病態･生理研究会
3 帝京大学福岡医療技術学部紀要 帝京大学福岡医療技術学部
4 帝京医学雑誌 帝京大学医学部
5 栃木県保健環境センター年報 栃木県保健環境センター
6 東邦看護学会誌 東邦看護学会
7 東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集 東海大学医療技術短期大学
8 東海脊椎外科 東海脊椎脊髄病研究会
9 特殊ミルク情報(先天性代謝異常症の治療) 特殊ミルク事務局
10 東京女子医科大学総合研究所紀要 東京女子医科大学
11 東京労災病院年報2011 東京労災病院
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11 東京労災病院年報2011 東京労災病院
12 糖尿病と妊娠 日本糖尿病･妊娠学会
13 富山大学医学会誌 富山大学医学部
14 痛風と核酸代謝 日本痛風･核酸代謝学会

15 津山中央病院医学雑誌 津山中央病院

雑誌名 (U) 出版者

1 運動器リハビリテーション 日本運動器科学会

2 運動療法と物理療法 日本運動器科学会

雑誌名 (Y) 出版者

1 八千代病院紀要 八千代病院
2 山形保健医療研究 山形県立保健医療大学
3 山形県立病院医学雑誌 山形県立病院
4 山口環境保健センター所報 山口環境保健センター
5 山梨医科学雑誌 山梨大学医学会
6 横浜医学 横浜市立大学医学会
7 四日市看護医療大学紀要 四日市看護医療大学
8 有病者歯科医療 日本有病者歯科医療学会
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