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書名 巻号 特集・内容 科

1 日本整形外科学会雑誌  vol.93 No7 整形外科

2 臨床婦人科産科  8月号 特集　産婦人科で漢方を使いこなす! 産婦人科

3 皮膚病診療 Vol.41 No.8 特集　膿庖をきたす疾患 皮膚科

4 臨床皮膚科 Vol.73 No.8
特集　厚生労働省の医系技官を経験して再

認識したこと
皮膚科

5 救急集中治療 No.2 VOL.31  ＩＣＵ治療指針　Ⅰ 救急科

6 胸部外科 Vol.72 No.8 CT 迅速・詳細な評価　先天性心疾患 呼吸器外科

7 理学療法ジャーナル vol.53 No.8 IADL　生活をもっと科学的に
リハビリテー

ション科

8
月刊　臨床神経科学

CLINICALNEUROSCIENCE
vol.37　no.8 小脳学習説 神経内科

9 形成外科 Vol.62   no.8 人工物による乳房再建のリカバリー 形成外科

10 総合診療のGﾉｰﾄ
Vol.5  　   8

月号
もしかしてパーキンソン病!? 総合診療科

11 眼科 vol.61 no.7
特集　緑内障の視野結果をどう解釈する

か？
眼科

12 手術 Vol.73 No.9
特集 術前シミュレーション・術中ナビ

ゲーション
外科

13 整形･災害外科 vol.62 No.9
特集　リハビリテーション医学・医療の最

前線
整形外科

14 ザ・クインテッセンス 8月号
コンポジットレジン修復４０年の軌跡と現

在
歯科

15 脳神経内科 Vol.91 No.2
特集　炎症性筋疾患における筋炎特異的自

己抗体
脳神経外科

16 臨床整形外科 vol.54 No.8 整形外科治療の費用対効果 整形外科

17 medicina Vol.56 No.9 みんなが知っておきたい透析診療 内科

18 総合リハビリテーション vol.47　No.8 摂食嚥下リハビリテーションの未来
リハビリテー

ション科

19 消化器外科 vol.42　no.9
微細解剖に基づいた正確な上部消化管リン

パ節郭清術
消化器外科

20 整形外科
vol.70

no.10
整形外科

21 西日本泌尿器科
第81巻

第4号
腎泌尿器科

22 腎と透析 Vol.87　NO.2 増大号　尿細管間質障害　最新の知見 腎泌尿器科

23 臨床眼科 Vol.73 No.9
細菌性転移性眼内炎　他施設スタディから

わかったこと
眼科

新着 和書医学雑誌



書名 巻号 特集・内容 科

24 周産期医学  Vol.49 No.8 特集　周産期の痛みのケア 産婦人科

25 小児内科 vol.51 No.8 特集 小児科医に必要な免疫の知識 小児科

26 小児科 vol.60 No.9 特集　原発性免疫不全症候群　最近の話題 小児科

27 臨床皮膚科 Vol.73 No.9 特集　ハンセン病の現状 皮膚科

28 臨床麻酔 vol.43 No.8
特集　プロポフォール/ロクロニウム製剤

による急性血管痛
麻酔科

29 LiSA Vol.26 No.8 特集　JSA PIMSと新専門医症例登録 麻酔科

30 理学療法ジャーナル vol.53 No.9 栄養を学ぶ　学際と実際
リハビリテー

ション科

31 精神科治療学 Vol.34 No.8
特集　精神科治療でこんなことをしていま

せんか？
精神科

32 胸部外科 Vol.72 No.9
大動脈縮窄/離断症に対する自己心膜補填

による大動
呼吸器外科

33 JOHNS Vol.35 No.9
増大号　特集　私はこうしている　口腔咽

喉頭頸部手術編
耳鼻科

書名 巻号 特集・内容 出版社

1 INFECTION CONTROL 夏季増刊
院内エリア＆部門別　はじめてさんの感染

対策レクチャー
感染対策

2 整形外科看護  秋号
 特集 クレームにつなげない！「なるほ

ど」な待
整形外科

3 眼科ケア Vol.21 No.8
特集　はじめの一歩！　シンプル眼鏡処方

マニュアル
眼科

4 みんなの呼吸器　Respica 夏季増刊 医師・ナースのための　ＮＰＰＶまるごと 呼吸器科

5 訪問看護と介護 Vol.24 No.8 在宅でがん患者を看取る 訪問看護

6 看護教育 増大号 シミュレーション教育　虎の巻 看護学

7 看護展望 vol.44 No.10
特集　成功例に学ぶ　看護師からのタスク

シフト
看護学

8 ブレインナーシング 夏季増刊
脳神経ナースがかならず悩む「やってはい

けない？」87のこと
脳神経外科

9 臨床看護記録 Vol.29 8.9月 特集 看護記録にかける時間短縮の実際 看護学

10 看護管理 Vol.29 No.8 特集　ジレンマ・メソッド 看護学

11 レジデントノート vol.21 No.9
特集　人工呼吸管理・NPPVの基本、ばっ

ちり教えます
救急科

新着　和書看護雑誌



書名 巻号 特集・内容 出版社

12 眼科ケア Vol.21 No.9
特集　まずはこれだけ！斜視・弱視の検査

＆訓練マスター
眼科

13 看護技術 Vol.65 No.10 がん治療中の「食」を支える！ 看護学

14 整形看護 No.24
特集　大腿骨近位部骨折の患者さんをもっ

と！知りたい
整形外科

15 消化器外科ナーシング 9号
病棟ナースの消化器がん化学療法ケア　だ

いじなとこだけ
消化器科

16 がん看護 No.7　9.10号 特集　いま必要ながん看護 緩和ケア

17 小児看護 vol.42 No.10 学校における看護師の役割 小児科

18 看護実践の科学 Vol.44 No.9 看護の未来 The future of nursing 看護学

19 泌尿器Care&Cure Uro-Lo Vol.24 No.4 決定版　尿路カテーテル管理 腎泌尿器科

20 看護展望 vol.44 No.11
特集　患者の「死の選択」をどう受け止め

るのか
看護学

21 ハートナーシング VOL32　9月
ややこしくない　ペースメーカー・ICD・

CRT
循環器内科

22 ブレインナーシング vol.35　9月 脳神経疾患別　病態関連ＭＡＰ 脳神経外科

23 オペナーシング Vol.34 No.9
特集　診療科・部位別にわかる！術中の循

環
手術室

24 WOCナーシング vol 7　NO.6 熱傷、瘢痕、ケロイド　治療・ケアを知る 排泄ケア

書名 巻号 特集・内容 出版社

1 日本病院会雑誌 Vol.66 No.7 三位一体改革？ 日本病院会

2 日本臨牀 増刊号 医薬品副作用学（第3版）　下 日本臨牀社

3 定年夫婦のトリセツ SB新書

4
残業学　明日からどう働くか、どう働い

てもらうのか？
光文社新書

5 日本褥瘡学会誌 Vol.21 No.3 春恒社

6 月刊 保険診療 Vol.74 No.8 特集　医療機関の心理学＆言葉術 医学通信社

7 大阪市立総合医療センター　ＱＩ Review 2018 病院誌
大阪市立総

合医療セン

8 足利赤十字病院　創立70周年記念誌 病院誌
足利赤十字

病院

新着 専門書



書名 巻号 特集・内容 出版社

9
横浜市立みなと赤十字病院　診療科案内

2019　～地域とのさらなる連携を目指し
病院誌

横浜市立み

なと赤十字

10 DOCTOR'S MAGAZINE 2019 8
メディカ

ル・プリン

11 杉田玄白記念公立小浜病院　病院年報
平成29年度

第16号
病院誌

杉田玄白記

念公立小浜

12 公立豊岡病院紀要
第30号

2018
病院誌

公立豊岡病

院

13 姫路赤十字病院誌 2019 vol.43 病院誌
姫路赤十字

病院

14 倉敷中央病院年報
第81巻

2018
病院誌

倉敷中央病

院

書名 巻号 内容 出版社

1 Physical Therapy vol.99 No.7 理学療法 APTA

2 PSYCHOSOMATIC MEDICINE Vol.81 No.6 精神身体医学
Wolters

Kluwer

新着 洋書


