
2022 年 和雑誌リスト 

2022/1 

№ 雑誌名 出版社 ISSN 保管場所 

1 胃と腸 医学書院 図書室 0536-2180 

2 臨牀 消化器内科 日本メディカルセンター 図書室 0911-601ｘ 

3 胆と膵 医学図書出版 図書室 0388-9408 

4 脊椎脊髄ジャーナル 三輪書店 図書室 0914-4412 

5 BRAIN and NERVE 医学書院 図書室 1881-6096 

6 緩和ケア 青海社 図書室 1349-7138 

7 精神医学   医学書院 精神科 0488-1281 

8 精神科治療学  星和書店 精神科 0912-1862 

9 臨床 精神医学   アークメディア 精神科 0300-032ｘ 

10 小児科診療 診断と治療社 図書室 0386-9806 

11 小児内科 東京医学社 図書室 0385-6305 

12 小児外科 東京医学社 NICU 0385-6313 

13 ｗｉｔｈ ＮEＯ（旧：ネオネイタルケア） メディカ出版 NICU 1341-4577 

14 周産期医学 東京医学社 図書室 0386-9881 

15 外科 南江堂 図書室 0016-593ｘ 

16 臨床 外科 医学書院 図書室 0386-9857 

17 手術 金原出版 図書室 0037-4423 

18 整形・災害外科 金原出版 図書室 0387-4095 

19 臨床 整形外科 医学書院 図書室 0557-0433 

20 日本整形外科学会雑誌  日本整形外科学会 図書室 0021-5325 

21 臨床リウマチ 日本臨床リウマチ学会 図書室 0914-8760 

22 脳神経外科 医学書院 図書室 0301-2603 

23 脳神経外科速報 メディカ出版 図書室 0917-1495 

24 胸部外科 南江堂 図書室 0021-5252 

25 臨床 皮膚科 医学書院 図書室 0021-4973 

26 皮膚病診療 協和企画 図書室 0387-7531 

27 皮膚科の臨床 金原出版 図書室 0018-1404 

28 泌尿器外科   医学図書出版 泌尿器科 0914-6180 

29 産科と婦人科 診断と治療社 図書室 0386-9792 

30 臨床 眼科 医学書院 図書室 0730-5579 

31 眼科 金原出版 図書室 0016-4488 

32 あたらしい眼科 メディカル葵出版 図書室 0910-1810 

33 画像診断 秀潤社 図書室 0285-0524 
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34 臨床 放射線 金原出版 図書室 0009-9252 

35 麻酔 克誠堂出版 図書室 0021-4892 

36 臨床 麻酔 真興交易医書出版部 麻酔科 0387-3668 

37 病理と臨床 文光堂 図書室 0287-3745 

38 救急医学 へるす出版 図書室 0385-8162 

39 救急・集中治療 総合医学社 図書室 1346-0935 

40 デンタルハイジーン 医歯薬出版 図書室 0285-0508 

41 ザ・クインテッセンス クインテッセンス出版 図書室 0286-407X 

42 インナービジョン  インナービジョン MRI 0913-8919 

43 臨床 検査 医学書院 検査技術科 0485-1420 

44 検査と技術   医学書院 検査技術科 0301-2611 

45 日本臨床検査同学院 通信 日本臨床検査同学院 検査技術科 － 

46 メディカル・テクノロジー   医歯薬出版 検査技術科 0389-1887 

47 心エコー 文光堂 検査技術科 1345-4961 

48 リハビリテーション医学 三輪書店 図書室 1881-3526 

49 作業療法ジャーナル   三輪書店 理学療法科 0915-1354 

50 理学療法ジャーナル   医学書院 理学療法科 0915-0552 

51 臨床ﾘﾊ J.ofClinicalRehabilitation  医歯薬出版 理学療法科 0918-5259 

52 栄養と料理   女子栄養大学出版部 栄養科 － 

53 臨床 栄養   医歯薬出版 栄養科 0485-1412 

54 薬局   南山堂 薬局 0044-0035 

55 薬事  薬事研究会 薬局 0016-5980 

56 イザイ  篠原出版新社 薬局 － 

57 日経 ﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ DI   日経 BP 社 薬局 1347-491ｘ 

58 看護技術 メヂカルフレンド社 図書室 0449-752ｘ 

59 看護教育 医学書院 図書室 0047-1895 

60 看護展望 メヂカルフレンド社 図書室 0385-549ｘ 

61 看護研究 医学書院 図書室 0022-8370 

62 看護管理 医学書院 図書室 0917-1355 

63 月刊ナーシング Gakken 図書室 0389-8326 

64 がん看護 南江堂 図書室 1342-0569 

65 医療判例解説   医事法令社 医療安全対策課 － 

66 インフェクションコントロール メディカ出版 図書室 0919-1011 

67 J-IDEO 中外医学社 感染制御 2432-7077  

68 病院羅針盤 産労総合研究所 企画室   

69 病院設備   日本医療福祉設備協会 施設課 0007-764ｘ 

70 月刊新医療 エム・イー振興協会 図書室 0910-7991 



71 病院 医学書院 図書室 0385-2377 

72 月刊ケアマネジメント  環境新聞社 介護保険センター － 

73 ほいくあっぷ(旧：ピコロ) 学研 ひまわり園 － 

74 あそびと環境 0.1.2 歳 学研 ひまわり園   

75 医学教育 日本医学教育学会 図書室 0386-9644 

76 厚生の指標 厚生労働統計協会 図書室 0452-6104 

77 日本農村医学会雑誌 日本農村医学会 図書室 0468-2513 

78 臨床心理学 金剛出版 臨床心理 1345-9171 

79 呼吸器ジャーナル 医学書院 図書室 2432-3268 

80 訪問看護と介護 医学書院 訪問看護 1341-7045 

※メディカルオンラインで各種ジャーナルも閲覧可能です。 


