
タイトル 発行所 刊行頻度

1 発達 ミネルヴァ書房 季刊

2 教育と医学 慶應義塾大学出版会 月刊

3 科学 岩波書店 月刊

4 日経サイエンス 日経サイエンス社 月刊

5 厚生の指標 厚生統計協会 月刊

6 最新医学 最新医学社 月刊

7 検査と技術 医学書院 月刊

8 Medical Technology 医歯薬出版 月刊

9 臨床検査 医学書院 月刊

10 臨床病理 日本臨床検査医学会 月刊+増

11 病理と臨床 文光堂 月刊

12 EXPERT　NURSE 照林社 月刊+増3

13 看護 日本看護協会出版会 月刊+増3

14 看護管理 医学書院 月刊+増1

15 看護技術 メヂカルフレンド社 月刊+増2

16 看護教育 医学書院 月刊（増含）

17 看護研究 医学書院 隔月刊

18 看護実践の科学 看護の科学社 月刊+増1

19 看護展望 メヂカルフレンド社 月刊+増1

20 月刊ナーシング 学研メディカル秀潤社 月刊+増2

21 クリニカル　スタディ メヂカルフレンド社 月刊+増2

22 N: ナラティヴとケア 遠見書房 年刊

23 プチ・ナース 照林社 月刊+増3

24 ハートナーシング メディカ出版 月刊

25 プラクティス 医歯薬出版 隔月刊

26 Brain Nursing メディカ出版 月刊

27 Emer-Log（エマ・ログ） メディカ出版 隔月刊

28 緩和ケア 青海社 隔月刊

29 INFECTION　CONTROL メディカ出版 月刊

30 みんなの呼吸器 Respica メディカ出版 隔月刊

31 訪問看護と介護 医学書院 月刊
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32 老年医学 ライフ･サイエンス 月刊

33 こころの科学 日本評論社 隔月刊

34 精神科看護 精神看護出版 月刊

35 精神看護 医学書院 隔月刊

36 臨床精神医学 アークメディア 月刊(特含）+増

37 Be!　季刊ビィ アスク・ヒューマン・ケア 季刊+増1

38 小児看護 へるす出版 月刊+増1

39 チャイルドへルス 診断と治療社 月刊

40 こどもと家族のケア 日総研 隔月刊

41 オペナーシング メディカ出版 月刊

42 がん看護 南江堂 隔月刊+増1

43 消化器ナーシング メディカ出版 月刊

44 整形外科看護 メディカ出版 月刊

45 総合リハビリテーション 医学書院 月刊

46 産科と婦人科 診断と治療社 月刊

47 周産期医学 東京医学社 月刊（増含）

48 助産師 日本助産師会出版 季刊

49 助産雑誌 医学書院 月刊

50 with NEOネオ メディカ出版 隔月刊

51 ペリネイタルケア メディカ出版 月刊

52 思春期学 日本思春期学会 季刊

53 月刊福祉 全国社会福祉協議会 月刊

54 健康管理 保健文化社 月刊

55 公衆衛生 医学書院 月刊

56 公衆衛生情報 日本公衆衛生協会 月刊

57 地域保健 東京法規出版 月刊

58 地域リハビリテーション 三輪書店 月刊

59 コミュニティケア 日本看護協会出版会 月刊+増2

60 保健衛生ニュース 社会保険実務研究所 週刊

61 保健の科学 杏林書院 月刊

62 保健師ジャーナル 医学書院 月刊
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63 日本看護学教育学会誌 日本看護学教育学会 年3回

64 看護診断 日本看護診断学会 年刊

65 老年看護学 日本老年看護学会 年2回

66 老年社会科学 日本老年社会科学会 季刊

67 日本精神保健看護学会誌 日本精神保健看護学会 年2回刊

68 発達障害研究 日本発達障害学会 年5回

69 母性衛生 日本母性衛生学会 年4回

70 日本地域看護学会誌 日本地域看護学会 年2回

71 日本在宅ケア学会誌 日本在宅ケア学会 年2回

72 日本看護技術学会誌 日本看護技術学会 年3回

73 日本放射線看護学会誌 日本放射線看護学会 年刊

74 日本慢性看護学会誌 日本慢性看護学会 年２回

75 日本褥瘡学会誌 日本褥瘡学会 年4回

76 日本保健医療行動科学会雑誌 日本保健医療行動科学会 年刊

77 中国四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学会誌 中国四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学会 年刊

78 中国四国地区国立病院附属看護学校紀要 中国四国地区国立病院附属看護学校紀要編集委員会 年刊

79 医学図書館 日本医学図書館協会 季刊

80 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｊｏｕｒｎａｌ アルク 月刊


