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雑　　　　　誌　　　　名 ISSN 購入形態

Ａ あたらしい眼科 0910-1810 冊子体
Ｂ Brain and nerve 0006-8969 冊子体

分子呼吸器病 1342-436X 冊子体
病院 0385-2377 冊子体
病理と臨床 0287-3745 冊子体

Ｃ 治療 0022-5207 冊子体

E エンド・オブ・ライフケア 冊子体
G 眼科 0016-4488 冊子体

がんの看護 1342-0569 冊子体
眼科臨床紀要 0386-9601 冊子体
眼科手術 0914-6806 冊子体
癌の臨床 0021-4949 冊子体
癌と化学療法 0385-0684 冊子体
画像診断 0285-0524 冊子体
外科 0016-593X 冊子体

現代化学 0386-961X 冊子体
Ｈ ハーバード・ビジネス・レビュー 2432-3578 冊子体

へるすあっぷ２１ 冊子体
皮膚病診療 0387-7531 冊子体
泌尿器科紀要 0018-1994 冊子体
保健の科学 0018-3342 冊子体
保健師ｼﾞｬｰﾅﾙ 1348-8333 冊子体
訪問看護と介護 1341-7045 冊子体
ﾎﾙﾓﾝと臨牀(含：増刊) 0045-7167 休刊
ホスピスケアと在宅ケア 1341-8688 冊子体

Ｉ ICUとCCU 0389-1194 冊子体
医学教育 0386-9644 冊子体
醫學のあゆみ（週刊） 0039-2359 冊子体
胃と腸 0536-2180 冊子体

Ｊ 耳鼻咽喉科展望　（含：補冊） 0386-9687 冊子体
耳鼻咽喉科･頭頚部外科 0914-3491 冊子体
耳鼻と臨床 0447-7227 冊子体
実験医学 0288-5514 冊子体
人工知能 2188-2266 冊子体
腎と透析（含：別冊） 0385-2156 冊子体
助産雑誌 1347-8168 冊子体
Journal of clinical rehabilitation 0918-5259 冊子体
循環器ジャーナル（季刊） 冊子体

重症集中ケア 冊子体
Ｋ 化學 0451-1964 冊子体

科學 0022-7625 冊子体
科学新聞 冊子体
化学と生物 0453-073X 冊子体
看護技術 0449-752X 冊子体
看護実践の科学 0385-4280 冊子体
看護管理 1345-8590 冊子体
看護研究 0022-8370 冊子体
看護教育 0047-1895 冊子体
看護展望 0385-549X 冊子体
環境管理 1340-2552 冊子体
環境と公害 0918-7537 冊子体

関節外科 0286-5394 冊子体
Ｋ 肝・胆・膵 0389-4991 冊子体
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緩和ケア 1349-7138 冊子体
健康開発 冊子体
健康管理 0451-6508 冊子体
検査と技術 0301-2611 冊子体
血液内科 2185-582X 冊子体
呼吸器ジャーナル（季刊） 冊子体
呼吸器内科 1884-2887 冊子体
コミュニティケア 冊子体
公衆衞生 0368-5187 冊子体
クリニカルスタディ 0388-5585 冊子体

救急医学 0385-8162 冊子体
Ｍ 麻酔 0021-4892 冊子体

Mebio 0910-0474 冊子体
メディカルリハビリテーション 1346-0773 冊子体
Medical technology 0389-1887 冊子体
Medicina 0025-7699 冊子体

Monthly Book Orthopaedics 0914-8124 冊子体
N 内科 0022-1961 冊子体

月刊ﾅｰｼﾝｸﾞ 0389-8326 冊子体
日本病理剖検輯報 冊子体
日本醫事新報 0385-9215 冊子体
日本臨牀（含：増刊、新領域別症候群シリーズ） 0047-1852 冊子体
日経ﾒﾃﾞｨｶﾙ 0385-1699 冊子体
日経ｻｲｴﾝｽ（含：別冊） 0917-009X 冊子体

Nusing　Business 1881-5766 冊子体

O OPE　Nursing 0913-5014 冊子体
P Pepars 1349-645X 冊子体

プロフェッショナルがんナーシング　 2185-7318 冊子体
R レジデントノート 1344-6746 冊子体

理学療法 0910-0059 冊子体
理学療法ｼﾞｬｰﾅﾙ 0915-0552 冊子体
リハビリナース 1882-3335 冊子体
臨床栄養 0485-1412 冊子体
臨牀眼科 0370-5579 冊子体
臨牀外科 0386-9857 冊子体
臨床検査 0485-1420 冊子体
臨床麻酔（含：臨時増刊） 0387-3668 冊子体
臨床免疫・アレルギー科 0386-9695 冊子体
臨床老年看護 冊子体
臨床整形外科 0557-0433 冊子体
臨床精神医学 0300-032X 冊子体
臨床消化器内科 0039-906X 冊子体
臨床ｽﾎﾟｰﾂ医学 0289-3339 冊子体
臨床と微生物 0910-7029 冊子体
臨床透析 0910-5808 冊子体
労働安全衛生広報 冊子体

労働時報 1342-5250 冊子体
S 作業療法ｼﾞｬｰﾅﾙ 0915-1354 冊子体

細胞 1346-7557 冊子体
最小侵襲ジャーナル 1342-3991 冊子体

 産婦人科の実際 0558-4728 冊子体
S 産業保健と看護 1883-0501 冊子体
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産科と婦人科 0386-9792 冊子体
生化学 0037-1017 冊子体
生活と環境 0037-1025 冊子体
整形外科　（含：別冊） 0030-5901 冊子体
整形外科看護 1342-4718 冊子体
整形外科surgical technique 2185-7733 冊子体
整形･災害外科 0387-4095 冊子体
精神看護 1343-2761 冊子体
生体医工学 1347-443X 冊子体
生体の科學 0370-9531 冊子体
社会保険旬報 1343-5728 冊子体
診断と治療 0370-999X 冊子体
神経内科 0386-9709 冊子体
消化器外科 0387-2645 冊子体
消化器内視鏡 0915-3217 冊子体
小児外科 0385-6313 冊子体
小児科 0037-4121 冊子体

 小児看護 0386-6289 冊子体
小児科臨床 0021-518X 冊子体
小児科診療 0386-9806 冊子体
小児内科 0385-6305 冊子体
手術 0037-4423 冊子体
周産期医学 0386-9881 冊子体
総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 0386-9822 冊子体
膵臓（新規） 0913-0071 冊子体

数理科学（臨時別冊SGCライブラリ） 0386-2240 冊子体
T 体育の科学 0039-8985 冊子体

体力科学 0039-906X 冊子体
胆と膵 0388-9408 冊子体

糖尿病ケア　 1348-9968 冊子体

V Visual Dermatology 2186-6589 冊子体
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