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税込価格アレキサンダー研究会会誌 (アレキサンダー研究会)

アレキサンダー研究会会誌 (アレキサンダー研究会)1
No. 11-20 (1996-2005) 各号 \2,750
No. 20 別冊 (2005) 各号 \2,750
No. 22-26 (2007-2011) 各号 \2,750
Asian Pacific Journal of Dentistry (ICJD日本事務局)2
※Vol.2-10 (2002-2010)→International Chinese Journal of Dentistry
Vol. 11-20 (2011-2020) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 21#1 (2021) \3,300
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税込価格BRAIN and NERVE (医学書院)

BRAIN and NERVE (医学書院)3
※Vol.1-58 (1948/49-2006)→Brain and Nerve 脳と神経 (医学書院)
Vol. 59#1 (2007) 高次視覚研究の最近の進歩 \2,860
Vol. 59#2 (2007) 進行性多巣性白質脳症の新しい展開 PMLが治る時代 \2,860
Vol. 59#3 (2007) 分子イメージング \2,860
Vol. 59#4 (2007) 増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究 \3,960
Vol. 59#5 (2007) 脳画像最前線 \2,860
Vol. 59#6 (2007) 職業性神経障害の新しい展開 \2,860
Vol. 59#7 (2007) 増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常 \3,960
Vol. 59#8 (2007) パーキンソン病の分子遺伝学-最近の知見 \2,860
Vol. 59#9 (2007) パーキンソン病の認知機能障害 \2,860
Vol. 59#10 (2007) 増大特集 ALS-研究と診療の進歩 \3,960品切
Vol. 59#11 (2007) 毛根管症候群をめぐって \2,860
Vol. 59#12 (2007) 損傷神経の再生-温存的治療法の開発 \2,860
Vol. 60#1 (2008) 日本人の発見した神経疾患 \2,860
Vol. 60#2 (2008) がん治療と神経障害 \2,860
Vol. 60#3 (2008) 特発性正常圧水頭症(iNPH)-最近の話題 \2,860
Vol. 60#4 (2008) 増大特集 神経系の発生とその異常 \3,960
Vol. 60#5 (2008) 「痛み」の研究と治療の最前線 \2,860
Vol. 60#6 (2008) Crow-深瀬症候群（POEMS症候群） \2,860
Vol. 60#7 (2008) 増大特集 学習と記憶-基礎と臨床 \3,960品切
Vol. 60#8 (2008) 脳硬膜動静脈瘻 \2,860
Vol. 60#9 (2008) 知・情・意の神経学 \2,860
Vol. 60#10 (2008) 若年者の脳卒中 \2,860
Vol. 60#11 (2008) 増大特集 脳卒中と遺伝子 \3,960
Vol. 60#12 (2008) 痙縮 \2,860品切
Vol. 61#1 (2009) 脳神経倫理 \2,860
Vol. 61#2 (2009) 神経系の再興感染症と輸入感染症 \2,860
Vol. 61#3 (2009) Microneurography（微小神経電図法）の臨床応用 \2,860
Vol. 61#4 (2009) 大脳基底核―分子基盤から臨床まで \4,180
Vol. 61#5 (2009) Restless legs syndrome \2,860
Vol. 61#6 (2009) 脊椎・脊髄外科の最近の進歩 \2,860
Vol. 61#7 (2009) 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで \4,180
Vol. 61#8 (2009) 神経・筋疾患の分子標的治療 \2,860
Vol. 61#9 (2009) 脳血管障害治療の進歩 \2,860
Vol. 61#10 (2009) 片頭痛の予防療法 \2,860
Vol. 61#11 (2009) 増大特集 前頭側頭葉変性症 \4,180
Vol. 61#12 (2009) Somatotopy再考 \2,860
Vol. 62#1 (2010) 神経救急 \2,860
Vol. 62#2 (2010) ニューロリハビリテーションの最前線 \2,860
Vol. 62#3 (2010) 神経回路解析法の最近の進歩 \2,860
Vol. 62#4 (2010) 増大特集 傍腫瘍性神経筋疾患update \4,180
Vol. 62#5 (2010) 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ \2,860
Vol. 62#6 (2010) 改正臓器移植法の問題点とその対応 \2,860
Vol. 62#7 (2010) 増大特集　アルツハイマー病―研究と診療の進歩 \4,180
Vol. 62#8 (2010) 辺縁系脳炎 \2,860
Vol. 62#9 (2010) 視神経脊髄炎(NMO)update \2,860
Vol. 62#10 (2010) ブレインバンク \2,860
Vol. 62#11 (2010) 増大特集 歩行と異常 \4,180
Vol. 62#12 (2010) 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療 \2,860
Vol. 63#1 (2011) 血管腫 \2,860
Vol. 63#2 (2011) 続・日本人の発見した神経疾患 \2,860
Vol. 63#3 (2011) サイバーナイフ治療 \2,860
Vol. 63#4 (2011) 増大特集 てんかんの新しい治療 \4,180
Vol. 63#5 (2011) 神経系と血管内リンパ腫 \2,860
Vol. 63#6 (2011) ニューロパチー \2,860
Vol. 63#7 (2011) 増大特集 神経筋接合部－基礎から臨床まで \4,180
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税込価格BRAIN and NERVE (医学書院)

Vol. 63#8 (2011) 日本人の発見した神経症候 \2,860
Vol. 63#9 (2011) 脳卒中の最新画像診断 \2,860
Vol. 63#10 (2011) 緩徐進行性高次脳機能障害の病態 \2,860
Vol. 63#11 (2011) 増大特集 筋疾患update \4,180
Vol. 63#12 (2011) 神経心理学と画像解析の融合 \2,860
Vol. 64#1 (2012) iPS細胞と神経疾患 \2,970
Vol. 64#2 (2012) 生物学的精神医学の進歩 \2,970
Vol. 64#3 (2012) アカデミアから新規治療の実現へ−トランスレーショナ \2,970
Vol. 64#4 (2012) 増大特集 パーキンソン病の新しい側面 \4,180
Vol. 64#5 (2012) 神経疾患のバイオマーカー \2,970
Vol. 64#6 (2012) 睡眠と覚醒の脳内機構 \2,970
Vol. 64#7 (2012) 増大特集 顔認知の脳内機構 \4,180
Vol. 64#8 (2012) 線条体の基礎と臨床 \2,970
Vol. 64#9 (2012) 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開 \2,970
Vol. 64#10 (2012) 辺縁系をめぐって \2,970
Vol. 64#11 (2012) 増大特集　痛みの神経学-末梢神経から脳まで \4,180
Vol. 64#12 (2012) The Border-Land of Dementia \2,970
Vol. 65#1 (2013) Corticobasal Syndrome \2,970
Vol. 65#2 (2013) 血液脳関門研究の進歩 \2,970
Vol. 65#3 (2013) 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望 \2,970
Vol. 65#4 (2013) 増大特集　Antibody Update \4,180
Vol. 65#5 (2013) てんかん-新しいパースペクティブ \2,970
Vol. 65#6 (2013) 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法 \2,970
Vol. 65#7 (2013) 増大特集 あしたの脳梗塞 \4,180
Vol. 65#8 (2013) こころの時間学－現在・過去・未来の起源を求めて \2,970
Vol. 65#9 (2013) Common diseaseは神経学の主戦場である－現状と展 \2,970
Vol. 65#10 (2013) 神経系の発達メカニズム―最近の話題 \2,970
Vol. 65#11 (2013) 増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫 \4,180
Vol. 65#12 (2013) プロテイノパチーの神経病理学 \2,970
Vol. 66#1 (2014) 日常生活の脳科学 \2,970
Vol. 66#2 (2014) 糖尿病の神経学 revisited \2,970
Vol. 66#3 (2014) 神経筋疾患の超音波診断 \2,970
Vol. 66#4 (2014) 増大特集 タッチ・ビジョン・アクション \4,180品切
Vol. 66#5 (2014) アセチルコリンと神経疾患-100年目の現在地 \2,970
Vol. 66#6 (2014) ミラーニューロン \2,970品切
Vol. 66#7 (2014) 増大特集アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋 \4,180
Vol. 66#8 (2014) 神経系の悪性リンパ腫update \2,970品切
Vol. 66#9 (2014) 痙縮の臨床神経学 \2,970
Vol. 66#10 (2014) 分子を撃つ　神経疾患治療の新しい水平線 \2,970
Vol. 66#11 (2014) 神経症候学は神経学の“魂”である \4,180
Vol. 66#12 (2014) Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間 \2,970
Vol. 67#1 (2015) ニューロトキシコロジー \2,970
Vol. 67#2 (2015) 「食べる」を考える \2,970品切
Vol. 67#3 (2015) 中枢神経の血管炎 \2,970品切
Vol. 67#4 (2015) 増大特集 大脳皮質vs.大脳白質 \4,180
Vol. 67#5 (2015) NCSE（非痙攣性てんかん重積状態） \2,970品切
Vol. 67#6 (2015) 脳と「質感」 \2,970
Vol. 67#7 (2015) 増大特集 神経疾患と感染症update \4,180
Vol. 67#8 (2015) 神経難病の終末期医療 \2,970
Vol. 67#9 (2015) 酵素補充療法 \2,970
Vol. 67#10 (2015) 非・日常生活の脳科学 \2,970
Vol. 67#11 (2015) 増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌 \4,180品切
Vol. 67#12 (2015) 視床と高次脳機能 \2,970品切
Vol. 68#1 (2016) シャルコー・マリー・トゥース病 \2,970
Vol. 68#2 (2016) 筋疾患の認知機能障害 \2,970
Vol. 68#3 (2016) 末梢神経の血管炎 \2,970
Vol. 68#4 (2016) 増大特集 治せる認知症 \4,180
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税込価格BRAIN and NERVE (医学書院)

Vol. 68#5 (2016) 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見 \2,970
Vol. 68#6 (2016) 脳とフローラ \2,970
Vol. 68#7 (2016) 増大特集 認知症の危険因子と防御因子 \4,180
Vol. 68#8 (2016) こころと汗 \2,970
Vol. 68#9 (2016) 自己免疫性脳炎・脳症 \2,970品切
Vol. 68#10 (2016) アディクション－行動の嗜癖 \2,970
Vol. 68#11 (2016) 増大特集 連合野ハンドブック \4,180品切
Vol. 68#12 (2016) 炎症性神経・筋疾患の新たな展開 \2,970
Vol. 69#1 (2017) 近年注目されている白質脳症 \2,970
Vol. 69#2 (2017) Stroke-Like Diseases－鑑別時に注意を要する5病態 \2,970
Vol. 69#3 (2017) 磁気刺激の新たな展開 \2,970
Vol. 69#4 (2017) 増大特集 ブロードマン領野の現在地 \4,180品切
Vol. 69#5 (2017) Voxel-Based Morphometry－体積からわかること \2,970
Vol. 69#6 (2017) 局在病変の神経心理学 \2,970
Vol. 69#7 (2017) 増大特集 あしたのアルツハイマー病治療 \4,180
Vol. 69#8 (2017) 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望 \2,970
Vol. 69#9 (2017) ミクログリアと精神・神経疾患 \2,970
Vol. 69#10 (2017) 成人てんかん－知っておきたい6つのトピック \2,970
Vol. 69#11 (2017) 増大特集 こころの時間学の未来 \4,180
Vol. 69#12 (2017) 運動異常症をみる Web動画付録つき \2,970
Vol. 70#1 (2018) 筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群の今 \2,970
Vol. 70#2 (2018) 知っておきたい神経感染症 \2,970
Vol. 70#3 (2018) 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く \2,970
Vol. 70#4 (2018) 増大特集　Antibody Update 2018 \4,180
Vol. 70#5 (2018) 非アルツハイマー型認知症の病理学 \2,970
Vol. 70#6 (2018) 芸術を生み出す脳 \2,970
Vol. 70#7 (2018) 増大特集　記憶と忘却に関わる脳のしくみ－分子機構 \4,180
Vol. 70#8 (2018) レヴィ小体型認知症の新知見 \2,970
Vol. 70#9 (2018) 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識 \2,970
Vol. 70#10 (2018) 「左脳と右脳」の現在 \2,970
Vol. 70#11 (2018) 増大特集　脳科学で解き明かす精神神経症候 \4,180
Vol. 70#12 (2018) 主訴に沿う－俯瞰し収束する画像診断の目 \2,970
Vol. 71#1 (2019) 人工知能の医療応用Update \2,970
Vol. 71#2 (2019) "スポーツ"を生み出す脳 \2,970
Vol. 71#3 (2019) Spine Neurology \2,970
Vol. 71#4 (2019) 増大特集　神経学のための皮膚アトラス \4,180
Vol. 71#5 (2019年5月) NPSLE \2,970
Vol. 71#6 (2019年6月) 補体標的治療の現状と展望 \2,970
※上記以外は医学書院 販売部
(Tel:03-3817-5657/Fax:03-3815-7804）へお申し込み下さい
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税込価格Brain and Nerve 脳と神経 (医学書院)

Brain and Nerve 脳と神経 (医学書院)4
Vol. 1-8 (1948/49-1956) 各1-6号 各号 \2,860
Vol. 9-44 (1957-1992) 各号 \2,860
Vol. 45-54 (1993-2002)   各1-12号 各号 \2,860
Vol. 55#1 (2003) 特集 睡眠障害と体内時計 \2,860
Vol. 55#2-5 (2003) 各号 \2,860
Vol. 55#6 (2003) 特集 神経内視鏡手術の進歩 \2,860
Vol. 55#7,8 (2003) 各号 \2,860
Vol. 55#9 (2003) 特集 遺伝性痙性対麻痺 \2,860
Vol. 55#10 (2003) 特集 神経疾患と神経栄養因子 \2,860
Vol. 55#11,12 (2003) 各号 \2,860
Vol. 56#1 (2004) 特集　脳ドックの新しい診療ガイドライン \2,860
Vol. 56#2 (2004) 特集　大脳機能の新しいパースペクティブ \2,860
Vol. 56#3 (2004) \2,860
Vol. 56#4 (2004) 特集　AIDSと神経疾患 \2,860
Vol. 56#5-7 (2004) 各号 \2,860
Vol. 56#8 (2004) 特集　頭痛をめぐる最近の話題 \2,860
Vol. 56#9 (2004) \2,860
Vol. 56#10 (2004) 特集　脳深部刺激療法 \2,860
Vol. 56#11 (2004) 特集　脳卒中治療ガイドライン2004内科医からみたコ \2,860
Vol. 56#12 (2004) \2,860
Vol. 57#1,2,4 (2005) 各号 \2,860
Vol. 57#3 (2005) 特集　てんかんの基礎と臨床 \2,860
Vol. 57#5 (2005) 特集　わかりやすい高次脳機能の診方 \2,860
Vol. 57#6 (2005) 特集　神経興奮性と軸索機能―閾値追跡法の臨床応 \2,860
Vol. 57#7 (2005) 特集　脳卒中の回復期医療と在宅医療 \2,860
Vol. 57#8 (2005) 特集　香りと脳 \2,860
Vol. 57#9 (2005) 特集　脳神経血管内治療の現況 \2,860
Vol. 57#10 (2005) 特集　Alzheimer病の最前線 \2,860
Vol. 57#11 (2005) 特集　ジストニア update \2,860
Vol. 57#12 (2005) 特集　悪性脳腫瘍に対する最近の治療 \2,860
Vol. 58#1,3,4,6 (2006) 各号 \2,860
Vol. 58#2 (2006) 特集 化膿性髄膜炎治療の最近の動向 \2,860
Vol. 58#5 (2006) 特集 神経内分泌学の進歩 \2,860
Vol. 58#7 (2006) 特集 神経感染症の新しい展開 \2,860
Vol. 58#8 (2006) 特集 神経難病のケア \2,860
Vol. 58#9 (2006) 特集 パーキンソン病の症候学―新しい視点 \2,860品切
Vol. 58#10 (2006) 特集 心・血管疾患と脳卒中 \2,860
Vol. 58#11 (2006) 特集 I急性期脳梗塞のガイドライン･特集IICryptogeni \2,860
Vol. 58#12 (2006) 特集 グリオーマ―最近の治療― \2,860
※Vol. 59#1 (2007)→BRAIN and NERVE (医学書院)
中・四国矯正歯科学会雑誌 (中・四国矯正歯科学会)5
Vol. 14#1 (2002) \3,300
Vol. 16#1 (2004) \3,300
Vol. 20-23 (2008-2011) 各1号 各号 \3,300
Vol. 25-27 (2013-2015) 各1号 各号 \3,300
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税込価格Clinical Neuroscience 月刊臨床神経科学 (中外医学社)

Clinical Neuroscience 月刊臨床神経科学 (中外医学社)6
Vol. 1#1-3 (1983) 各号 \2,970
Vol. 2-22 (1984-2004) 各1-12号 各号 \2,970
Vol. 23#1-11 (2005) 各号 \2,970
Vol. 24#1-12 (2006) 各号 \2,970
Vol. 25#2-12 (2007) 各号 \2,970
Vol. 26#1,2,3,5,6,8,9,12 (2008) 各号 \2,970
Vol. 27#1,2,3,6,8,10,11 (2009) 各号 \2,970
Vol. 28#5,6,8,9,12 (2010) 各号 \2,970
Vol. 29#3,4,5,10,11 (2011) 各号 \2,970
Vol. 30#11 (2012) \2,970
Vol. 31#4,10 (2013) 各号 \2,970
Vol. 32#3,5,7,9,11 (2014) 各号 \2,970
Vol. 33#1,2,3,7,8,10,11,12 (2015) 各号 \2,970
Vol. 34#1,2,4,5,6,7,911,12 (2016) 各号 \2,970
Vol. 35#2,5,6,7,9,10,11,12 (2017) 各号 \2,970
Vol. 36#1-10,12 (2018) 各号 \2,970
Vol. 37#1-6 (2019) 各号 \2,970
Dental Diamond (デンタルダイヤモンド社)7
Vol. 33#3 (2008); 34#3 (2009); 35#3 (2010) 各号 \4,400
Vol. 33#6,11 (2008); 34#6,10,14 (2009); 35#6,10,14 (2010) 各号 \5,280
Vol. 37#3 (2012) \4,400
Vol. 37#6,14 (2012) 各号 \5,280
Dental Materials Journal (日本歯科理工学会)8
Vol. 1#1 (1982) \3,300
Vol. 2-16 (1983-1997) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 17-25 (1998-2006)  各1-4号 各号 \3,300
Vol. 26-39 (2007-2020)  各1-6号 各号 \3,300
Vol. 40#1-5 (2021) 各号 \3,300
Equilibrium Research (日本平衡神経科学会)9
Vol. 58-70 (1999-2011) 各1-6号 各号 \2,530
Facial Nerve Research (日本顔面神経研究会)10
Vol. 28#1 (2008) \5,500
Vol. 29#1 (2009) \5,500
顎顔面補綴(日本顎顔面補綴学会)11
Vol. 1-3 (1978-1980) 各1号 各号 \5,500
Vol. 4#1,2 (1981) 各号 \5,500
Vol. 5#1 (1982) \5,500
Vol. 6-20 (1983-1997) 各1-2号 各号 \5,500
Vol. 22-35 (1999-2012) 各1-2号 各号 \5,500
Vol. 36#1 (2013) \5,500
Vol. 37-43 (2014-2020) 各1-2号 各号 \5,500
顎変形症研究会会誌 (顎変形症研究会)12
No. 3 (1984) \2,200
No. 4 (1985) \2,200
No. 5 (1986) \2,200
No. 6 (1987) \2,200
No. 7 (1988) \2,200
No. 8 (1989) \2,200
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税込価格Hip Joint (日本股関節学会)

Hip Joint (日本股関節学会)13
Vol. 1-5,7,8 (1975-1982) 各巻 \6,600
Vol. 10/11 (1984/1985) \6,600
Vol. 13-27,29-39 (1987-2013) 各巻 \6,600
Vol. 20 総索引Vol.1/20 (1994) \3,300
Vol. 28#Supplement (2002) \3,300
Vol. 29#Supplement (2003) \3,300
Vol. 30#Supplement (2004) \3,300
Vol. 34#Supplement (2008) \3,300
Vol. 35#Supplement (2009) \3,300
Vol. 36#Supplement (2010) \3,300
Vol. 37#Supplement (2011) \3,300
Vol. 39#Supplement (2013) \3,300
北海道脳神経疾患研究所医誌 Journal of Hokkaido Brain Research 
Foundation

14

Vol. 8/9#1 (1997) \5,500
Vol. 10#1 (1999) \5,500
Vol. 11/12#1 (1999) \5,500
Vol. 13-19 (2002-2008) 各1号 各号 \5,500
Hospital Dentistry and Oral-Maxillofacial Surgery (日本病院歯科口腔外科協
議会)

15

Vol. 15-17 (2003-2005) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 18#2; 19#1; 20#2 (2006-2008) 各号 \3,300
Vol. 21#1,2; 22#1 (2009-2010) 各号 \3,300
International Chinese Journal of Dentistry (ICJD日本事務局)16
Vol. 2-10 (2002-2010) 各1-4号 各号 \3,300
※Vol. 11#1 (2011)→Asian Pacific Journal of Dentistry
International Journal of Oral-Medical Sciences17
Vol. 1#1,2; 2#1; 3#1-3; 4#1-3; 5#2 (2002/2003-2007) 各号 \3,300
Vol. 6#1,3; 7#2,3; 8#1-3; 9#1 (2007/2008-2010) 各号 \3,300
International Journal of Sports Dentistry (日本スポーツ歯科医学会)18
Vol. 2-13 (2009-2020) 各1号 各号 \2,420
JACT出版19
世界における相補・代替医療の現況と問題点　渥美和彦著　2000年10月 \3,300
The Japanese Journal of Orthodontics 日本矯正歯科協会学術雑誌 (日本矯
正歯科協会)

20

Vol. 1-6,8 (2004-2010) 各巻 \3,300
ジャパンオーラルヘルス学会誌 （ジャパンオーラルヘルス学会）21
※Vol.1-12 (1999-2017)→日本歯科人間ドック学会誌  (日本歯科人間ド
Vol. 13#1 (2018) \3,300
Vol. 14#1 (2019)
耳鼻咽喉科展望 (耳鼻咽喉科展望会)22
Vol. 1-10 (1958-1967) 各1-4号 & Supplements 各号 \3,300
Vol. 11-55 (1968-2012) 各1-6号 & Supplements 各号 \3,300
Vol. 56 (2013) 1,4,6,Supplements1,2 各号 \3,300
Vol. 57#1-6 (2014) 各号 \3,300
Vol. 58#1,6 (2015) 各号 \3,300
Vol. 59#1 (2016) \3,300
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税込価格耳鼻咽喉科･頭頸部外科 (医学書院)

耳鼻咽喉科･頭頸部外科 (医学書院)23
Vol. 1-16 (1928-1943) 各1-12号 各号 \2,860
Vol. 17#1,2,5,6 (1944) 各号 \2,860
Vol. 18#1 (1945) \2,860
Vol. 20#1-6 (1948) 各号 \2,860
Vol. 21#1,2,4-8 (1949) 各号 \2,860
Vol. 22#2,6-12 (1950) 各号 \2,860
Vol. 23#1-12 (1951) 各号 \2,860
Vol. 24-30 (1952-1958) 各1-13号 各号 \2,860
Vol. 31-61 (1959-1989) 各1-12号 各号 \2,860
Vol. 62#1-9,11-13 (1990) 各号 \2,420
Vol. 62#10 (1990) 増刊号 頭頸部腫瘍 \4,620
Vol. 63#1-10,12-13 (1991) 各号 \2,420
Vol. 63#11 (1991) 増刊号 外来診療マニュアル-私はこうしている- \4,950
Vol. 64#1-10,12-13 (1992) 各号 \2,420
Vol. 64#11 (1992) 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 症候群事典 \5,280
Vol. 65#1-10,12-13 (1993) 各号 \2,530
Vol. 66#1-10,12-13 (1994) 各号 \2,530
Vol. 66#11 (1994) 耳鼻･頭頸部外科領域 腫脹の診断 \5,280
Vol. 67#1 (1995) 耳鼻咽喉･頭頸部領域のスポーツ外傷 \2,640
Vol. 67#2,4-6,8,9,12,13 (1995) 各号 \2,640
Vol. 67#3 (1995) 日帰り手術 \2,640
Vol. 67#7 (1995) 下咽頭･頸部食道癌の治療とその成績 \2,640
Vol. 67#10 (1995) ウェゲナー肉芽腫症 \2,640
Vol. 67#11 (1995) 耳鼻･頭頸部外科領域の画像診断 \6,600
Vol. 68#1-7,9,10,12,13 (1996) 各号 \2,640
Vol. 68#8 (1996) 聴神経腫瘍 \2,640
Vol. 68#11 (1996) 耳鼻･頭頸部外科 手術マニュアル \7,480
Vol. 69#1,3-5,7-11,13 (1997) 各号 \2,640
Vol. 69#2 (1997) 口腔疾患の診断と治療 \2,640
Vol. 69#6 (1997) 増刊号 外傷と耳鼻咽喉科 \7,480
Vol. 69#12 (1997) 頭頸部領域の乳頭腫 \2,640
Vol. 70#1-4,7,9,11,13 (1998) 各号 \2,750
Vol. 70#5 (1998) 増刊号 高齢者の耳鼻咽喉科･頭頸部疾患 \7,480
Vol. 70#6 (1998) ベル麻酔の診断と治療-最近の知見- \2,750品切
Vol. 70#8 (1998) 頭頸部癌-私の治療方針と成績(その1) \2,750
Vol. 70#10 (1998) 頭頸部癌-私の治療方針と成績(その2) \2,750
Vol. 70#12 (1998) 頭頸部癌-私の治療方針と成績(その3) \2,750
Vol. 7１#1-4,6-9,11,13 (1999) 各号 \2,750
Vol. 71#5 (1999) 増刊号 再建外科 \7,700品切
Vol. 71#10 (1999) めまい－私の考え方－ \2,750
Vol. 71#12 (1999) ことばの障害と耳鼻咽喉科 \2,750
Vol. 72#1 (2000) 耳鼻咽喉科と奇形 \2,750
Vol. 72#2,4,6-10,13 (2000) 各号 \2,750
Vol. 72#3 (2000) 結核と耳鼻咽喉科 \2,750
Vol. 72#5 (2000) 増刊号 全身疾患と耳鼻咽喉科 \7,700
Vol. 72#11 (2000) 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域のレーザー.. \2,750
Vol. 72#12 (2000) 補聴器とその適合 \2,750
Vol. 73#1,3,7-9,11,13 (2001) 各号 \2,860
Vol. 73#2 (2001) 今話題の花粉症 \2,860
Vol. 73#4 (2001) クリニカルパスとその周辺 \2,860
Vol. 73#5 (2001) 増刊号 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の新しい機械’ \7,920
Vol. 73#6 (2001) 耳鼻咽喉科・頭頸部外科と遺伝子解析 \2,860
Vol. 73#10 (2001) 嚥下障害 \2,860
Vol. 73#12 (2001) 心身医学と耳鼻咽喉科 \2,860
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税込価格耳鼻咽喉科･頭頸部外科 (医学書院)

Vol. 74#1 (2002) 院内感染の現況とその取り扱い \2,860
Vol. 74#2 (2002) めまいの治療 \2,860
Vol. 74#3,4,7,8,10 (2002) 各号 \2,860
Vol. 74#5 (2002) 増刊号 耳鼻咽喉科・頭頚部外科における手術の危険 \7,920
Vol. 74#6 (2002) 私のクリニック \2,860
Vol. 74#9 (2002) 難治性副鼻腔炎の治療 \2,860
Vol. 74#11 (2002) 小児の人口内耳 \2,860
Vol. 74#12 (2002) 急性感音難聴 \2,860
Vol. 74#13 (2002) 身体障害者福祉法と耳鼻咽喉科 \2,860
Vol. 75#1,3,4,6,7,10,12 (2003) \2,860
Vol. 75#2 (2003) 薬物による聴覚障害 \2,860
Vol. 75#5 (2003) 増刊号 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の機能検査―何がど \8,360
Vol. 75#8 (2003) 耳鼻咽喉科領域の皮膚・粘膜疾患 \2,860
Vol. 75#9 (2003) いびきの治療 \2,860
Vol. 75#11 (2003) 耳鼻咽喉科・頭頸部外科におけるナビゲーション手術 \2,860
Vol. 75#13 (2003) 電子カルテの現在と将来 \2,860
Vol. 76#1,11,12 (2004) 各号 \2,860
Vol. 76#2 (2004) 人工聴覚手術の現況 \2,860
Vol. 76#3 (2004) 好酸球性中耳炎 \2,860
Vol. 76#4 (2004) 画像・動画の保存とプレゼンテーション \2,860
Vol. 76#5 (2004) 増刊号 上気道アレルギーを診る \8,800
Vol. 76#6 (2004) 頭頸部癌の治療指針 私たちはこうしている1 \2,860
Vol. 76#7 (2004) 頭頸部癌の治療指針 私たちはこうしている2,3 \2,860
Vol. 76#8 (2004) 頭頸部癌の治療指針 私たちはこうしている4,5 \2,860
Vol. 76#9 (2004) 頭頸部癌の治療指針 私たちはこうしている6 \2,860
Vol. 76#10 (2004) 頭頸部癌の治療指針私たちはこうしている7 \2,860
Vol. 76#13 (2004) 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の癌化学療法レジメン \2,860
Vol. 77#1 (2005) 顔面神経麻痺 \2,860
Vol. 77#2,9,13 (2005) 各号 \2,860
Vol. 77#3 (2005) 味覚・嗅覚障害 \2,860品切
Vol. 77#4 (2005) 耳鼻咽喉科領域の異物とその摘出法 \2,860
Vol. 77#5 (2005) 増刊号 聴力改善手術 \8,800
Vol. 77#6 (2005) 嚢胞性疾患 \2,860
Vol. 77#7 (2005) 補聴器に関する最近の変化 \2,860
Vol. 77#8 (2005) 頸部リンパ節腫脹 \2,860品切
Vol. 77#10 (2005) 嗄声の診断と治療 \2,860品切
Vol. 77#11 (2005) 副鼻腔炎 \2,860
Vol. 77#12 (2005) 耳管機能検査 \2,860品切
Vol. 78#1 (2006) 耳鼻咽喉科とウイルス \2,860
Vol. 78#2 (2006) 耳鼻咽喉科領域の疼痛 \2,860
Vol. 78#3 (2006) 突発性難聴の今 \2,860
Vol. 78#4 (2006) 甲状腺疾患の診断と治療 \2,860
Vol. 78#5 (2006) 増刊号 耳鼻咽喉科・頭頸部外科症候群事典 \8,800
Vol. 78#6,8,10,12 (2006) 各号 \2,860
Vol. 78#7 (2006) 知っておきたい耳鼻咽喉科疾患の病理 \2,860
Vol. 78#9 (2006) 耳鼻咽喉科疾患と高齢者（65 歳以上）への対応 \2,860
Vol. 78#11 (2006) スポーツと耳鼻咽喉科疾患 \2,860
Vol. 78#13 (2006) 耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―手術手技と \2,860
Vol. 79#1 (2007) 頭頸部領域の温度外傷・化学的腐食の取り扱い \2,860
Vol. 79#2 (2007) 抗菌薬のファースト・チョイス \2,860
Vol. 79#3,6,10,12,13 (2007) 各号 \2,860
Vol. 79#4 (2007) 耳鼻咽喉科領域の真菌感染の治療 \2,860
Vol. 79#5 (2007) 増刊号 耳鼻咽喉科・頭頸部外科のリハビリテーション \8,800
Vol. 79#7 (2007) 新生児聴覚検診の役割 \2,860
Vol. 79#8 (2007) 内耳障害に対する新しい治療法(蛋白治療) \2,860
Vol. 79#9 (2007) 耳鼻咽喉科関連の資格等の取得について \2,860
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税込価格耳鼻咽喉科･頭頸部外科 (医学書院)

Vol. 79#11 (2007) 頭頸部癌に対する超選択的動注化学放射線治療法 \2,860
Vol. 80#1 (2008) 耳鼻咽喉科専門研修を始める医師へ 症例報告発表・ \2,860
Vol. 80#2,3,6,7,9,11 (2008) 各号 \2,860
Vol. 80#4 (2008) 女性と耳鼻咽喉科疾患 \2,860
Vol. 80#5 (2008) 増刊号 オフィスサージャリー・ショートステイサージャリ \8,800
Vol. 80#8 (2008) 嚥下障害手術のコツ \2,860
Vol. 80#10 (2008) 耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ-疾患とその \2,860
Vol. 80#12 (2008) 耳鼻咽喉科とチーム医療の実践（1)小児難聴児への \2,860
Vol. 80#13 (2008) 聴神経腫瘍の治療：症例呈示と治療原則 \2,860
Vol. 81#1 (2009) 耳鼻咽喉科チーム医療の実践(2)糖尿病合併症者のス \2,860
Vol. 81#2 (2009) \2,860
Vol. 81#3 (2009) 診療所で必要な救急処置 \2,860
Vol. 81#4 (2009) 耳鼻咽喉科チーム医療の実践(3) ①頭頸部腫瘍術後 \2,860
Vol. 81#5 (2009) 増刊号 頭頸部再建外科 日常臨床から理論まで 　 \8,800
Vol. 81#6 (2009) リスクマネジメント 　 \2,860
Vol. 81#7 (2009) 最近の頭頸部癌治療 　 \2,860
Vol. 81#8,9 (2009) 各号 \2,860
Vol. 81#10 (2009) 放射線治療における有害事象 \2,860
Vol. 81#11 (2009) 聴覚障害を生じる薬物 \2,860
Vol. 81#12 (2009) 外来手技とインシデント・アクシデント \2,860
Vol. 81#13 (2009) 知っておきたい臨床解剖 \2,860
Vol. 82#1 (2010) 急性感音難聴の取り扱い \2,860
Vol. 82#2 (2010) 経過中に自己免疫性膵炎を合併したIgG4関連硬化症 \2,860
Vol. 82#3 (2010) 診療ガイドライン・診療の手引き概要 \2,860
Vol. 82#4 (2010) 人工内耳医療の動向―両側人工内耳と補聴器併用型 \2,860
Vol. 82#5 (2010) 増刊号 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の検査マニュアル― \8,800
Vol. 82#6 (2010) 耳鼻咽喉科領域の術後機能評価 \2,860
Vol. 82#7 (2010) 耳鼻咽喉科領域と感染症 \2,860
Vol. 82#8 (2010) 急激に骨導閾値上昇を示した外リンパ瘻の症例 \2,860
Vol. 82#9 (2010)  耳介から耳前部に生じた動静脈奇形の1例 \2,860
Vol. 82#10 (2010)  好酸球関連の病変 \2,860
Vol. 82#11 (2010)  表在癌の新しい対応 \2,860
Vol. 82#12 (2010)  耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―書類作成と \2,860
Vol. 82#13 (2010)  耳鼻咽喉科における心因性疾患とその対応 \2,860
Vol. 83#1 (2011)  めまい　最近のトピックス \2,860
Vol. 83#2 (2011)  診療所における工夫　私はこうしている \2,860
Vol. 83#3 (2011)  耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―疼痛への対 \2,860
Vol. 83#4 (2011) 特殊疾患への対応 \2,860
Vol. 83#5 (2011) 増刊号 耳鼻咽喉科感染症の完全マスター \8,800
Vol. 83#6 (2011) 最新技術―補聴器と人工中耳・人工内耳 \2,860
Vol. 83#7 (2011) こんなときどうする？―頭頸部外科編 \2,860
Vol. 83#8 (2011) 知っておきたい唾液腺疾患 \2,860
Vol. 83#9 (2011) こんなときどうする？―耳科手術編 \2,860
Vol. 83#10 (2011) これを読めばPETがわかる \2,860
Vol. 83#11 (2011) こんなときどうする？-鼻科手術編 \2,860
Vol. 83#12 (2011) 知っておきたい皮膚科の知識-専門医の診方・治し方 \2,860
Vol. 83#13 (2011) 治りにくい症状への対応 \2,860
Vol. 84#1 (2012) 日常診療で遭遇するトラブルへの対応 \2,860
Vol. 84#2 (2012) ワクチン \2,860
Vol. 84#3 (2012) 知っておきたい精神神経科の知識-専門医の診方・治 \2,860
Vol. 84#4 (2012) 最新の漢方診療 \2,860
Vol. 84#5 (2012) 増刊号 最新の診療NAVI 日常診療必携 \8,800
Vol. 84#6 (2012) 耳鼻咽喉科手術におけるナビゲーションとモニタリング \2,860
Vol. 84#7 (2012) 診療ガイドラインのエッセンスとその活用法 \2,860
Vol. 84#8 (2012) 耳鼻咽喉科領域のアンチエイジング \2,860
Vol. 84#9 (2012) HPV・EBVと頭頸部腫瘍 \2,860
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税込価格耳鼻咽喉科･頭頸部外科 (医学書院)

Vol. 84#10 (2012) 睡眠医学と耳鼻咽喉科／知っておきたい眼科の知識 \2,860
Vol. 84#11 (2012) 扁桃とアデノイドUpdate \2,860品切
Vol. 84#12 (2012) 耳鼻咽喉科疾患と遺伝子/知っておきたい小児科の \2,860
Vol. 84#13 (2012) メニエール病Update \2,860
Vol. 85#1 (2013) 花粉症の治療－新たな展開 \2,860
Vol. 85#2 (2013) ここまでできる外来手術 \2,860
Vol. 85#3 (2013) 知っておきたい放射線治療の新しい知識／コンビーム \2,860
Vol. 85#4 (2013) 身につけたいリハビリテーションの最新スキル \2,860
Vol. 85#5 (2013) 増刊号 急患・急変　対応マニュアル \8,800
Vol. 85#6 (2013) 耳管機能障害Update／知っておきたい神経内科の知 \2,860
Vol. 85#7 (2013) 分子標的薬時代の耳鼻咽喉科診療－処方するとき、 \2,860
Vol. 85#8 (2013) 甲状腺・副甲状腺診療Update／知っておきたい呼吸器 \2,860
Vol. 85#9 (2013) 局所副腎皮質ステロイドの正しい使い方 \2,860
Vol. 85#10 (2013) 院内感染を防ぐ／知っておきたい消化管疾患の知識 \2,860
Vol. 85#11 (2013) 帰してはいけない耳鼻咽喉科外来患者 \2,860
Vol. 85#12 (2013) においと嗅覚障害／耳鼻咽喉科領域のジェネリック医 \2,860品切
Vol. 85#13 (2013) 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域疾患の最新疫学 \2,860
Vol. 86#1 (2014) 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の最新トピックス \2,860
Vol. 86#2 (2014) 小児難聴Update \2,860
Vol. 86#3 (2014) アレルギー用薬の上手な使い方/知っておきたい血液 \2,860
Vol. 86#4 (2014) 音声外科Update \2,860
Vol. 86#5 (2014) 増刊号 画像診断パーフェクトガイド 読影のポイントとピ \8,800
Vol. 86#6 (2014) 学校保健と耳鼻咽喉科／歯科口腔外科の話題 \2,860
Vol. 86#7 (2014) 鼻副鼻腔内視鏡手術Update \2,860
Vol. 86#8 (2014) 特殊な外耳・中耳炎の治療／特集2　緩和医療・支持 \2,860
Vol. 86#9 (2014) 前庭機能検査の新展開 \2,860
Vol. 86#10 (2014) 咽頭癌・頸部食道癌の治療戦略Update \2,860
Vol. 86#11 (2014) インフルエンザ \2,860
Vol. 86#12 (2014) 良性発作性頭位めまい症Update/創管理の最前線? \2,860品切
Vol. 86#13 (2014) 口腔粘膜の難治疾患への対応法 \2,860
Vol. 87#1 (2015) 新しい治療機器 \2,860
Vol. 87#2 (2015) 膿瘍-マネジメントとピットフォール \2,860
Vol. 87#3 (2015) 痛みの鑑別診断 \2,860
Vol. 87#4 (2015) 最新の補聴器診療－補聴器による聴覚リハビリテーシ \2,860
Vol. 87#5 (2015) 増刊号 こんなときの対応法がわかる 耳鼻咽喉科手術 \8,800
Vol. 87#6 (2015) 注意すべき真菌症診療の落とし穴 \2,860
Vol. 87#7 (2015) All　about頭頸部再建-多彩な皮弁を使いこなす！ \2,860品切
Vol. 87#8 (2015) 突発性難聴とその周辺疾患/味と味覚障害の最前線 \2,860
Vol. 87#9 (2015) 外来で要注意！ アレルギー周辺疾患／今また結核を \2,860
Vol. 87#10 (2015) 長引く咳を診る \2,860
Vol. 87#11 (2015) 心へのアプローチ—心療耳鼻咽喉科外来 \2,860
Vol. 87#12 (2015) これだけは知っておこう—鼻出血への対応法 \2,860
Vol. 87#13 (2015) 漢方薬を使いこなす \2,860
Vol. 88#1 (2016) 小児の中耳炎を究める \2,970
Vol. 88#2 (2016) 特集①走り出した舌下免疫療法—現況と展望 特集② \2,970
Vol. 88#3 (2016) 新しい指定難病制度を理解する \2,970
Vol. 88#4 (2016) 嚥下障害の完全マスター \2,970
Vol. 88#5 (2016) 増刊号 耳鼻咽喉科処方マニュアル \8,800品切
Vol. 88#6 (2016) いまさら聞けない聴覚検査のABC \2,970品切
Vol. 88#7 (2016) 顔面神経麻痺—新たな展開 \2,970品切
Vol. 88#8 (2016) もう困らない！異物摘出マニュアル \2,970
Vol. 88#9 (2016) 頸部腫瘤を見極める \2,970
Vol. 88#10 (2016) 外リンパ瘻診療の新しい展開 \2,970
Vol. 88#11 (2016) 頸部郭清術のNew Concept \2,970品切
Vol. 88#12 (2016) 外来に必須！外用薬の上手な使い方 \2,970
Vol. 88#13 (2016) 聴神経腫瘍診療のNew Concept \2,970
Vol. 89#1 (2017) めまい診療のNew Trend \2,970
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税込価格耳鼻咽喉科･頭頸部外科 (医学書院)

Vol. 89#2 (2017) こどもの上手な診かた \2,970
Vol. 89#3 (2017) 女性と耳鼻咽喉科—診療のポイント \2,970
Vol. 89#4 (2017) 内視鏡手術の上達ポイント \2,970
Vol. 89#5 (2017) 増刊号 臨床力UP！ 耳鼻咽喉科検査マニュアル \8,800
Vol. 89#6 (2017) 抗菌薬を使いこなす \2,970
Vol. 89#7 (2017) 耳鼻咽喉科で診る睡眠障害 \2,970
Vol. 89#8 (2017) ここが知りたい！ 高齢化時代の頭頸部がん診療 \2,970
Vol. 89#9 (2017) 自宅でできるリハビリテーションのレシピ \2,970
Vol. 89#10 (2017) レーザー治療の最前線－コツとピットフォール \2,970
Vol. 89#11 (2017) 明日から役立つ頭頸部領域の核医学－最新情報/知 \2,970
Vol. 89#12 (2017) 知っておきたい難治性副鼻腔疾患の診療 \2,970
Vol. 89#13 (2017) どこが変わった頭頸部がんTNM分類 \2,970
Vol. 90#1 (2018) こんなときどうする？ 術中・術後のトラブル対応 \2,970
Vol. 90#2 (2018) 耳鳴診療のNew Trend／知っておきたい眼科疾患の知 \2,970
Vol. 90#3 (2018) 頭頸部癌に対する薬物療法－最新情報 \2,970
Vol. 90#4 (2018) 基本診察・処置・手術のABC \2,970
Vol. 90#5 (2018) 増刊号　患者・家族への説明ガイド \8,800
Vol. 90#6 (2018) 目からウロコ 内視鏡時代の臨床解剖 \2,970
Vol. 90#7 (2018) 知っておきたい麻酔の知識 \2,970
Vol. 90#8 (2018) 知っておきたい遺伝学的検査と遺伝外来ABC \2,970
Vol. 90#9 (2018) 知っておきたい顎顔面形成外科の知識 \2,970
Vol. 90#10 (2018) どこが変わった頭頸部癌診療ガイドライン \2,970
Vol. 90#11 (2018) 今さら聞けないかぜ診療のABC \2,970
Vol. 90#12 (2018) 見逃してはならない耳鼻咽喉科疾患 \2,970
Vol. 90#13 (2018) 扁桃診療最前線－扁桃を取り巻く諸問題 \2,970
Vol. 91#1 (2019) 役に立つ！ アレルギー診療の最新情報 \2,970
Vol. 91#2 (2019) ここまできた！ 頭頸部希少癌の治療戦略 \2,970
Vol. 91#3 (2019) 一側性難聴の現状とその対応 \2,970
Vol. 91#4 (2019) 初診時に必要十分な 問診・検査オーダー虎の巻 \2,970
Vol. 91#5 (2019) 増刊号　救急・当直マニュアル　いざというときの対応法 \8,800
Vol. 91#6 (2019) 細菌感染に立ち向かう　抗菌薬使用の新常識 \2,970
Vol. 91#7 (2019) 甲状腺腫瘍の診療最前線 \2,970
Vol. 91#8 (2019) 耳管診療の手引き　基本から最新治療まで \2,970
Vol. 91#9 (2019) 内視鏡下鼻副鼻腔手術 \2,970
Vol. 91#10 (2019) 嚥下障害を診る！ プロに学ぶ実践スキル \2,970
Vol. 91#11 (2019) 進化する経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES） \2,970
Vol. 91#12 (2019) 診療で役に立つ味覚・嗅覚障害の知識 \2,970
Vol. 91#13 (2019) 舌がん・口腔がん治療の最前線 \2,970
Vol. 92#1 (2020年1月) 補聴器と人工聴覚器の最前線2020 \2,970
Vol. 92#2 (2020年2月) カラーアトラス 口腔・咽頭粘膜疾患 \2,970
Vol. 92#3 (2020年3月) 頸部エコーを使いこなす \2,970
Vol. 92#4 (2020年4月) 耳鼻咽喉科医が知っておくべきワクチン医療 \2,970
Vol. 92#6 (2020年5月) 高齢者のめまいを治す \2,970
Vol. 92#7 (2020年6月) 耳鼻咽喉科領域の外傷を診る！ \2,970
Vol. 92#8 (2020年7月) エキスパートに学ぶ手術記録の描き方 \2,970
※上記以外は医学書院 販売部
(Tel:03-3817-5657/Fax:03-3815-7804）へお申し込み下さい
耳鼻と臨床 (耳鼻と臨床会)24
Vol. 1-17 (1955-1971)  各1-4号 & supplements 各号 \3,300
Vol. 18-58 (1972-2012)  各1-6号 & supplements 各号 \3,300
文献集号  Vol. 19-58 (1973-2012) 各号 \3,300
自律神経 Autonomic Nervous System (日本自律神経学会)25
Vol. 29-48 (1992-2011) 各1-6号 各号 \2,200
Vol. 49-55 (2012-2018) 各1-4号 各号 \3,300
Vol. 56#1 (2019) \3,300
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税込価格JNET : Journal of Neuroendovascular Therapy : 脳神経血管内治療

JNET : Journal of Neuroendovascular Therapy : 脳神経血管内治療26
Vol. 2#2; 3#1-3,supplement; 4#1,2 (2008-2010) 各号 \2,200
Vol. 3#4; 4#4 (2009-2010) 各号 \4,400
JOHNS Journal of Otolarygology, Head and Neck Surgery (東京医学社)27
Vol. 1#10 (1985) \1,870
Vol. 2#2,3,6; 3#11 (1986-1987) 各号 \1,980
Vol. 4#2 (1988) \4,400
Vol. 5#12 (1989) \2,090
Vol. 6#1-8,10,12 (1990) 各号 \2,243
Vol. 7#8;8#1,3,6-8,10 (1992-1991) 各号 \2,350
Vol. 9#6 (1993) \3,204
Vol. 9#11 (1993) \2,511
Vol. 10#1,2,4-8,10-12 (1994) 各号 \2,563
Vol. 10#3 (1994) \2,990
Vol. 10#9 (1994) \3,845
Vol. 11#1,2,4-8,10-12 (1995) 各号 \2,563
Vol. 11#3,9 (1995) 各号 \4,058
Vol. 12#1-3,5-8,10-12 (1996) 各号 \2,563
Vol. 12#4 (1996) \3,738
Vol. 12#9 (1996) \4,806
Vol. 13#1,2,4-9,11,12 (1997) 各号 \2,640
Vol. 13#3 (1997) \4,400
Vol. 13#10 (1997) \3,960
Vol. 14#1,2,4,7,8,10-12 (1998) 各号 \2,640
Vol. 14#3 (1998) \3,850
Vol. 14#9 (1998) \4,180
Vol. 15#1,2,4-8,10-12 (1999) 各号 \2,640
Vol. 15#3,9 (1999) 各号 \4,400
Vol. 16#9 (2000) \4,840
Vol. 17#11,12; 18#12; 19#1,2,4-8,10-12 (2001-2003) 各号 \2,724
Vol. 18#3 (2002) 増大号 お母さんへの回答マニュアル 耳鼻咽喉科Q&A \5,500
Vol. 19#3,9 (2003) 各号 \4,400
Vol. 20#1,2,4-7,10-12; 21#1,2,4-8,10-12 (2004-2005) 各号 \2,745
Vol. 20#3; 21#3,9 (2004-2005) 各号 \4,976
Vol. 20#9 (2004) \5,447
Vol. 22#1,2,4-8,10-12; 23#1,2,4-8,10-12 (2006-2007) 各号 \2,797
Vol. 22#3,9; 23#3,9 (2006-2007) 各号 \5,028
Vol. 24#1,2,4-8,10,12; 25#1,2,4-8,10-12 (2008-2009) 各号 \2,818
Vol. 24#3,9; 25#3,9 (2008-2009) 各号 \5,028
Vol. 28#5 (2012) \2,860
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税込価格Journal of Bone and Mineral Metabolism (日本骨代謝学会)

Journal of Bone and Mineral Metabolism (日本骨代謝学会)28
Vol. 6#1-3 (1988) 各号 \4,400
Vol. 7#1-3 (1989) 各号 \4,400
Vol. 8#1-2 (1990) 各号 \4,400
Vol. 9#1-3,supplement (1991) 各号 \4,400
Vol. 10#1-2 (1992) 各号 \4,400
Vol. 11#supplement 1 (1993) \4,400
Vol. 11#1/supplement 2 (1993) \4,400
Vol. 11#2/supplement 3 (1993) \4,400
Vol. 12#supplement 1 (1994) \4,400
Vol. 12#1 (1994) \4,400
Vol. 12#2/supplement 2 (1994) \4,400
Vol. 13#1-2 (1995) 各号 \4,400
Vol. 14-17 (1996-1999)  各1-4号 各号 \4,400
Vol. 18-31 (2000-2013)  各1-6号 各号 \4,400
Vol. 23#supplement (2005) \4,400
Journal of Oral Biosciences (歯科基礎医学会)29
Vol. 46#1-6 (2004) 各号 \2,750
Vol. 47-53 (2005-2011) 各1-4号,supplement 各号 \2,750
Journal of Oral Science (Nihon University School of Dentistry)30
Vol. 40-47 (1998-2005) 各1-4号 各号 \2,200
Vol. 48#1-3 (2006) 各号 \2,200
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税込価格解剖学雑誌 (日本解剖学会)

解剖学雑誌 (日本解剖学会)31
Vol. 1#1/4 (1928/1929) 製本 \30,800
Vol. 2#1/6 (1929/1930) 製本 \37,400
Vol. 3#1/12 (1930/1931) 製本 \57,200
Vol. 4#1/12 (1931/1932) 製本 \64,900
Vol. 5#1/12 (1932/1933) 製本 \56,100
Vol. 6#1/12 (1933/1934) 製本 \50,600
Vol. 7#1/12 (1934/1935) 製本 \61,600
Vol. 8#1/12 (1935/1936) 製本 \71,500
Vol. 9#1/12 (1936/1937) 製本 \59,400
Vol. 10#1/9 (1937) 製本 \37,400
Vol. 11#1/6 (1938) 製本 \22,000
Vol. 12#1/6 (1938) 製本 \30,800
Vol. 13#1/6 (1939) 製本 \44,000
Vol. 14#1/6 (1939) 製本 \37,400
Vol. 15#1/6 (1940) 製本 \20,900
Vol. 16#1/6 (1940) 製本 \14,300
Vol. 17#1/6 (1941) 製本 \22,000
Vol. 18#1/6 (1941) 製本 \18,700
Vol. 19#1/6 (1942) 製本 \19,800
Vol. 20#1/6 (1942) 製本 \19,800
Vol. 21#1/12 (1943) 製本 \31,900
Vol. 22#1/8 (1944) 製本 \19,800
Vol. 23-27 (1946-1952) 各1-4号 各号 \2,750
Vol. 28#1-6 (1953) 各号 \2,750
Vol. 29#1-4 (1954) 各号 \2,750
Vol. 30-76 (1955-2001)   各1-6号 各号 \2,750
Vol. 77#1-4,supplement (2002) 各号 \2,750
Vol. 78-80 (2003-2005)   各1-4号 各号 \2,750
Vol. 81-86 (2006-2011)   各1-4号,supplement 各号 \2,750
Vol. 87#1,2,3,4 (2012) 各号 \2,750
Vol. 88#1/2,3,4 (2013) 各号 \2,750
Vol. 89#1/2,3,4 (2014) 各号 \2,750
Vol. 90#1/2,3,4,supplement (2015) 各号 \2,750
Vol. 91#1/2,3,4,supplement (2016) 各号 \2,750
Vol. 92#1,supplement (2017) 各号 \2,750
Vol. 93#1,supplement (2018) 各号 \2,750
Vol. 94#1,supplement (2019) 各号 \2,750
Vol. 95#1,supplement (2020) 各号 \2,750
Vol. 96#1 (2021) \2,750
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税込価格環境変異原研究 (日本環境変異原学会)

環境変異原研究 (日本環境変異原学会)32
Vol. 1#1 (1978) \5,500
Vol. 3#1 (1981) \5,500
Vol. 4#1 (1982) \5,500
Vol. 5#1,2 (1983) 各号 \5,500
Vol. 6#1/2 (1984) \11,000
Vol. 7#1 (1985) \5,500
Vol. 8#1,3 (1986) 各号 \5,500
Vol. 9#1 (1987) \5,500
Vol. 10#1,2 (1988) 各号 \5,500
Vol. 11#1,2 (1989) 各号 \5,500
Vol. 12#1-3 (1990) 各号 \5,500
Vol. 13#1 (1991) \5,500
Vol. 15#1 (1993) \5,500
Vol. 16#2-3 (1994) 各号 \5,500
Vol. 17#1,3 (1995/1996) 各号 \5,500
Vol. 18#1-3 (1996) 各号 \5,500
Vol. 19#1-3 (1997) 各号 \5,500
Vol. 20#1-3,第27回大会プログラム要旨集 (1998) 各号 \5,500
Vol. 21＃1-3 (1999) 各号 \5,500
Vol. 22#1-3 (2000) 各号 \5,500
Vol. 23#2 (2001) \5,500
Vol. 24#1,3 (2002) 各号 \5,500
Vol. 25第32回大会プログラム要旨集 (2003) \5,500
近畿東海矯正歯科学会雑誌 (近畿東海矯正歯科学会)33
Vol. 11-14,16,18-30,32,39-49,51-55 (1976-2020) 各1号 各号 \3,300
機能的脳神経外科 Functional Neurosurgery (日本定位・機能神経外科学会)34
Vol. 28 (1989); 29 (1990); 33-37 (1994-1998) 各号 \3,300
Vol. 38#1 (1999) \3,300
Vol. 40#1,2 (2001) 各号 \3,300
Vol. 41#2 (2002) \3,300
Vol. 42#1,2 (2003) 各号 \3,300
Vol. 43#1,2 (2004) 各号 \3,300
Vol. 44#2,第44回プログラム抄録集 (2005) 各号 \3,300
Vol. 45#1,2 (2006) 各号 \3,300
Vol. 46#2 (2007) \3,300
Vol. 47#1,2 (2008) 各号 \3,300
Vol. 48#1,2 (2009) 各号 \3,300
Vol. 49#1,2 (2010) 各号 \3,300
Vol. 50#1 (2011) \3,300
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税込価格甲北信越矯正歯科学会雑誌 (甲北信越矯正歯科学会)

甲北信越矯正歯科学会雑誌 (甲北信越矯正歯科学会)35
Vol. 7#1 (1999) \2,750
Vol. 8#1 (2000) \2,750
Vol. 9#1 (2001) \2,750
Vol. 11#1 (2003) \2,750
Vol. 12#1 (2004) \2,750
Vol. 13#1 (2005) \2,750
Vol. 14#1 (2006) \2,750
Vol. 15#1 (2007) \2,750
Vol. 16#1 (2008) \2,750
Vol. 17#1 (2009) \2,750
Vol. 18#1 (2010) \2,750
Vol. 19#1 (2011) \2,750
Vol. 20#1 (2012) \2,750
Vol. 21#1 (2013) \2,750
Vol. 22#1 (2014) \2,750
Vol. 23#1 (2015) \2,750
口腔病学会雑誌 (口腔病学会)36
Vol. 37-39,41-52 (1970-1985) 各1-4号 各号 \2,200
Vol. 53-70 (1986-2003)  各1-4号 各号 \2,200
Vol. 71#1-3 (2004) 各号 \2,200
Vol. 71#4/72#1 (2004-2005) 合併号 \4,400
Vol. 72#2-4 (2005) 各号 \2,200
Vol. 73#1-2 (2006) 各号 \2,200
Vol. 73#3/74#1 (2006-2007) 合併号 \4,400
Vol. 74#2-3 (2007) 各号 \2,200
Vol. 75-80 (2008-2013) 各1-3号 各号 \2,200
Vol. 81#1,2  (2014) 各号 \2,200
Vol. 81#3  (2014)/82#1 (2015) 合併号 \2,200
Vol. 82#2,3 (2015) 各号 \2,200
Vol. 83-86 (2016-2019) 各1-3号 各号 \2,200
Vol. 87#1 (2020) \2,200
Vol. 87#2/3 (2020) 合併号 \2,200
Vol. 88#1 (2021) \2,200
Vol. 88#2/3 (2021) 合併号 \2,200
口腔衛生学会雑誌 (日本口腔衛生学会)37
Vol. 1-5 (1952-1955)  各1-2号 各号 \3,300
Vol. 6-10 (1956-1960)  各1-4号 各号 \3,300
Vol. 11#1 (1961) \3,300
Vol. 12-29 (1962-1979)  各1-4号 各号 \3,300
Supplement v.21,22,24 (1971,1972,1974) 各号 \5,500
Vol. 30-47 (1980-1997)  各1-5号 各号 \3,300
Vol. 48-52 (1998-2002)  各1-5号 各号 \3,300
Vol. 53#2-5 (2003) 各号 \3,300
Vol. 54-60 (2004-2010)  各1-5号 各号 \3,300
Vol. 61#1-5,増刊号 (2011) 各号 \3,300
Vol. 62#1,3-5 (2012) 各号 \3,300
Vol. 63-66 (2013-2016)  各1-5号 各号 \3,300
Vol. 67-71 (2017-2021)　各1-4号,増刊号 各号 \3,300

18/39



税込価格口腔顎顔面外傷 (日本口腔顎顔面外傷学会)

口腔顎顔面外傷 (日本口腔顎顔面外傷学会)38
Vol. 1#1 (2002) \3,300
Vol. 2-7 (2003-2008) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 8#1 (2009) \3,300
Vol. 9-11 (2010-2012) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 12#1 (2013) \3,300
Vol. 13-14 (2014/2015-2015/2016) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 15#1/2 (2016) \3,300
Vol. 17-18 (2018-2019) 1-2号 各号 \3,300
口腔・咽頭科 (日本口腔・咽頭科学会)39
Vol. 1#1 (1989) \4,400
Vol. 2-4 (1989/1990-1991/1992) 各1-2号 各号 \4,400
Vol. 5#2 (1993) \4,400
Vol. 6-10 (1993/1994-1997/1998) 各1-3号 各号 \4,400
Vol. 11#2,3 (1999) 各号 \4,400
Vol. 12#1,2 (1999/2000) 各号 \4,400
Vol. 13#1,2 (2000/2001) 各号 \4,400
Vol. 14-16 (2001/2002-2003/2004) 各1-3号 各号 \4,400
Vol. 18#2,3 (2006) 各号 \4,400
Vol. 19-20 (2006/2007-2007/2008) 各1-3号 各号 \4,400
Vol. 21#1 (2008) \4,400
Vol. 22-32 (2009-2019) 各1-3号 各号 \4,400
Vol. 33#1-3 (2020) 各号 \4,400
Vol. 34#1-2 (2021) 各号 \4,400
国際歯科学士会日本部会雑誌 (国際歯科学士会日本部会)40
Vol. 31-44 (2000-2013) 各1号 各号 \3,300
口腔腫瘍研究会誌 (口腔腫瘍研究会)41
第5号 (1987) \2,750
第6巻 (1988) \2,750
口腔腫瘍懇話会記録 (口腔腫瘍懇話会)42
第1回 (1983) \2,750
第2回 (1984) \2,750
第3回 (1985) \2,750
第4回 (1986) \2,750
骨折 (日本骨折治療学会)43
Vol. 20-21 (1998-1999) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 22#2 (2000); 23#2 (2001) 各号 \3,300
Vol. 24-26 (2002-2004) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 27#1-2,Supplement (2005) 各号 \3,300
Vol. 28-38 (2006-2016) 各1-4号,Supplement 各号 \3,300
Vol. 39#1 (2017) \3,300
喉頭 (日本喉頭科学会)44
Vol. 1-3 (1989-1991) 各1-2号 各号 \4,400
Vol. 5-6 (1993-1994) 各1-2号 各号 \4,400
Vol. 8-9 (1996-1997) 各1-2号 各号 \4,400
Vol. 10#1 (1998) \4,400
Vol. 11-13 (1999-2001) 各1-2号 各号 \4,400
Vol. 14#1 (2002) \4,400
Vol. 15#1-2 (2003) 各号 \4,400
Vol. 16#1 (2004) \4,400
Vol. 17-27 (2005-2015) 各1-2号 各号 \4,400
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税込価格骨代謝 (日本骨代謝学会)

骨代謝 (日本骨代謝学会)45
Vol. 1#1 (1967) \2,200
Vol. 2#1 (1968) \2,200
Vol. 3#1 (1970) \2,200
Vol. 4#1 (1971) \2,200
Vol. 5#1-2 (1971/72) 各号 \2,200
Vol. 6#1 (1972) \2,200
Vol. 7#1-2 (1973/74) 各号 \2,200
Vol. 8#1-2 (1974/75) 各号 \2,200
Vol. 9#1 (1976) \2,200
Vol. 10#1 (1977) \2,200
Vol. 11#1 (1978) \2,200
Vol. 12#1 (1979) \2,200
Vol. 13#1 (1980) \2,200
Vol. 14#1-4 (1981) 各号 \2,200
Vol. 15#1-4 (1982) 各号 \2,200
Vol. 14 抄録号 (1981) \3,300
Vol. 15 抄録号 (1982) \3,300
[日本骨代謝学会雑誌 Vol. 1 (1983)  へ続く]
明海歯科医学 (明海歯科医学会)46
Vol. 35#1/2 (2006) \6,600
Vol. 36#1,2 (2007) 各号 \3,300
Vol. 37#1,2 (2008) 各号 \3,300
Vol. 38#1,2 (2009) 各号 \3,300
Vol. 39#1,2 (2010) 各号 \3,300
Vol. 40#1,2 (2011) 各号 \3,300
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税込価格Neurological Surgery 脳神経外科 (医学書院)

Neurological Surgery 脳神経外科 (医学書院)47
Vol. 1#1-6 (1973) 各号 \2,860
Vol. 2-4 (1974-1976) 各1-12号 各号 \2,860
Vol. 5#1-13 (1977) 各号 \2,860
Vol. 6-8 (1978-1980) 各1-12号 各号 \2,860
Vol. 9#1-13 (1981) 各号 \2,860
Vol. 10#1-12 (1982) 各号 \2,860
Vol. 11#1-12 (1983) 各号 \2,860
Vol. 12#1-13 (1984) 各号 \2,860
Vol. 13#1-12 (1985) 各号 \2,860
Vol. 14#1-13 (1986) 各号 \2,860
Vol. 15#1-12 (1987) 各号 \2,860
Vol. 16#1-13 (1988) 各号 \2,860
Vol. 17#1-12 (1989) 各号 \2,860
Vol. 18#1-12 (1990) 各号 \2,860
Vol. 19#1-12 (1991) 各号 \2,860
Vol. 20#1-3,5-12 (1992) 各号 \2,860
Vol. 20#4 (1992) 特別増大号 \4,620
Vol. 21#1-12 (1993) 各号 \2,860
Vol. 22#1-12 (1994) 各号 \2,860
Vol. 23#1-12 (1995) 各号 \2,860
Vol. 24#1-12 (1996) 各号 \2,860
Vol. 25#1-12 (1997) 各号 \2,640
Vol. 26#1-12 (1998) 各号 \2,640
Vol. 27#1-12 (1999) 各号 \2,750
Vol. 28#1-12 (2000) 各号 \2,750
Vol. 29#1-12 (2001) 各号 \2,750
Vol. 30#1-12 (2002) 各号 \2,750
Vol. 30#13 (2002) 増刊号 総目次・著者索引 第1巻～第30巻 \4,400
Vol. 31#1-12 (2003) 各号 \2,860
Vol. 32#1-12 (2004) 各号 \2,860
Vol. 33#1-12 (2005) 各号 \2,860
Vol. 34#1-12 (2006) 各号 \2,860
Vol. 35#1-12 (2007) 各号 \2,860
Vol. 36#1-12 (2008) 各号 \2,860
Vol. 37#1-12 (2009) 各号 \2,860
Vol. 38#1-12 (2010) 各号 \2,860
Vol. 39#1-12 (2011) 各号 \2,860
Vol. 40#1-12 (2012) 各号 \2,860
Vol. 41#1-12 (2013) 各号 \2,860
Vol. 42#1-12 (2014) 各号 \2,860
Vol. 43#1-12 (2015) 各号 \2,860
Vol. 44#1-12 (2016) 各号 \2,860
Vol. 45#1-12 (2017) 各号 \2,860
Vol. 46#1-12 (2018) 各号 \2,860
Vol. 47#1-12 (2019) 各号 \2,860
Vol. 48#1-5 (2020) 各号 \2,860
※上記以外は医学書院 販売部
(Tel:03-3817-5657/Fax:03-3815-7804）へお申し込み下さい
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税込価格日大口腔科学 (日本大学松戸歯学部口腔科学研究所)

日大口腔科学 (日本大学松戸歯学部口腔科学研究所)48
Vol. 24#4; 25#1-4; 26#1-4 (1998-2000) 各号 \3,300
Vol. 27#1-4; 28#2,4; 29#1,2 (2001-2003) 各号 \3,300
Vol. 30#3; 33#3; 36#2 (2004-2010) 各号 \3,300
日本外傷歯学会雑誌 (日本外傷歯学会)49
Vol. 1#1 (2005) \3,300
日本顎変形症学会雑誌 (日本顎変形症学会)50
Vol. 1#1 (1991) \2,750
Vol. 2#1 (1992) \2,750
Vol. 3#1,2 (1993) 各号 \2,750
Vol. 5#1 (1995) \2,750
Vol. 6#1,2 (1996) 各号 \2,750
Vol. 7#1,2 (1997) 各号 \2,750
Vol. 8#1-3 (1998) 各号 \2,750
Vol. 10-12 (2000-2002) 各1-3号 各号 \2,750
Vol. 13#1,3 (2003) 各号 \2,750
Vol. 14-15 (2004-2005) 各1-3号 各号 \2,750
Vol. 16-20 (2006-2010) 各1-4号 各号 \2,750
Vol. 21#1-3 (2011) 各号 \2,750
Vol. 22#2-4,Supplement (2012) 各号 \2,750
Vol. 23-25 (2013-2015) 各1-4号 各号 \2,750
Vol. 26#1-3 (2016) 各号 \2,750
Vol. 27-30 (2017-2020) 各1-4号 各号 \2,750
日本顎関節学会雑誌 (日本顎関節学会)51
Vol. 3#2 (1991) \4,400
Vol. 7#1 (1995) \4,400
Vol. 8#3 (1996) \4,400
Vol. 9#1,2 (1997) 各号 \4,400
Vol. 11#1,3 (1999) 各号 \4,400
Vol. 12-19 (2000-2007) 各1-3号 各号 \4,400
Vol. 20-28 (2008-2016) 各1-3号,大会特別号 各号 \4,400
Vol. 22#30周年記念号 (2010) \4,400
Vol. 29#1,2,3,大会特別号 (2017) 各号 \4,400
Vol. 30#1,2,3,大会特別号 (2018) 各号 \4,400
Vol. 30#学会創立30周年記念号 (2018) \4,400
Vol. 31#2 (2019) \4,400
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税込価格日本顎咬合学会誌 : 咬み合わせの科学 (日本顎咬合学会)

日本顎咬合学会誌 : 咬み合わせの科学 (日本顎咬合学会)52
The journal of Asian gnathology (International Academy of Gnathology. 
Vol. 1#1 (1979) \3,300
Vol. 2#1 (1980) \3,300
日本顎咬合学会誌 (日本顎咬合学会) 02892030
Vol. 3#1/2,3,4 (1982) 各号 \3,300
Vol. 4#1,2,3/4 (1983) 各号 \3,300
Vol. 5-8 (1984-1987)  各1/2,3/4号 各号 \3,300
Vol. 9#1/2,3 (1988) 各号 \3,300
Vol. 10-11 (1989-1990)  各1,2/3,4号 各号 \3,300
Vol. 12-15 (1991-1994)  各1-4号 各号 \3,300
Vol. 16-17 (1995-1996)  各1-3号 各号 \3,300
Vol. 18#1-4 (1997) 各号 \3,300
Vol. 20#1 (1998) \3,300
日本口腔健康医学会誌 : 咬み合わせの科学 (日本口腔健康医学会)
Vol. 21#1,2 (2000) 各号 \3,300品切

Vol. 21#3,4 (2001) 各号 \3,300品切

日本顎咬合学会誌 : 咬み合わせの科学 (日本顎咬合学会) 13468111
Vol. 22#3,4 (2002) 各号 \3,300
Vol. 23#1 (2003) \3,300
Vol. 24#1,2/3 (2004) 各号 \3,300
Vol. 25#1/2 (2005) 各号 \3,300
Vol. 27#3 (2007) \3,300
Vol. 29#3,4 (2009) 各号 \3,300
Vol. 30#1/2 (2010) \3,300
日本顎頭蓋機能学会誌 (日本顎頭蓋機能学会)53
Vol. 17-23 (2004-2010) 各1号 各号 \3,300
日本補綴歯科学会誌 (日本補綴歯科学会)54
Vol. 1#1-4 (2009) 各号 \4,400
Vol. 1#118回学術大会プログラム・抄録集 (2009) \4,400
Vol. 2#1-4 (2010) 各号 \4,400
Vol. 3#1-3 (2011) 各号 \4,400
Vol. 3#120回学術大会プログラム・抄録集 (2011) \4,400
Vol. 6#3 (2014) \4,400
Vol. 7-10 (2015-2018) 各1-4号 各号 \4,400
日本補綴歯科学会雑誌 (日本補綴歯科学会)55
Vol. 1#1 (1957) \4,400
Vol. 2-15 (1958-1971) 各1-2号 各号 \4,400
Vol. 16#1-3 (1972) 各号 \4,400
Vol. 17-20 (1973-1976) 各1-4号 各号 \4,400
Vol. 21#1-3 (1977) 各号 \4,400
Vol. 22-25 (1978-1981) 各1-4号 各号 \4,400
Vol. 26-27 (1982-1983) 各1-6号 各号 \4,400
Vol. 28#1-7 (1984) 各号 \4,400
Vol. 29-45 (1985-2001) 各1-6号 各号 \4,400
Vol. 46-49 (2002-2005) 各1-5号 各号 \4,400
Vol. 50-52 (2006-2008) 各1-4号 各号 \4,400
Supplement nos. 77-117 (1987-2008) 各号 \4,400
日本耳鼻咽喉科感染症研究会会誌 (日本耳鼻咽喉科感染症研究会)56
Vol. 24#1; 25#1 (2006-2007) 各号 \3,300
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税込価格日本口蓋裂学会雑誌 (日本口蓋裂学会)

日本口蓋裂学会雑誌 (日本口蓋裂学会)57
Vol. 1#1 (1976) \2,200
Vol. 2#2 (1977) \2,200
Vol. 3-13 (1978-1988) 各1-2号 各号 \2,200
Vol. 14-15 (1989-1990) 各1-3号 各号 \2,200
Vol. 16#1,2,増刊 (1991) 各号 \2,200
Vol. 17#1-4 (1992) 各号 \2,200
Vol. 18#1,3,4 (1993) 各号 \2,200
Vol. 19#4 (1994) \2,200
Vol. 20#1,2,4 (1995) 各号 \2,200
Vol. 21#2,3 (1996) 各号 \2,200
Vol. 22#2-4 (1997) 各号 \2,200
Vol. 23#1,3,4 (1998) 各号 \2,200
Vol. 24#1-3 (1999) 各号 \2,200
Vol. 25#1-3 (2000) 各号 \2,200
Vol. 26#1,3 (2001) 各号 \2,200
Vol. 27-30 (2002-2005) 各1-3号 各号 \2,200
Vol. 31#2,3 (2006) 各号 \2,200
Vol. 32-34 (2007-2009) 各1-3号 各号 \2,200
Vol. 35#2,3 (2010) 各号 \2,200
Vol. 36#1-3 (2011) 各号 \2,200
Vol. 37#1,3 (2012) 各号 \2,200
Vol. 38-45 (2013-2020) 各1-3号 各号 \2,200
日本口腔顔面痛学会雑誌 (日本口腔顔面痛学会)58
Vol. 1#1 (2008) \3,300品切
Vol. 2#1 (2009) \3,300品切
Vol. 3#1 (2010) \3,300品切
Vol. 4#1,2 (2011) 各号 \3,300品切

Vol. 7#1 (2014) \3,300
日本口腔外科学会雑誌 (日本口腔外科学会)59
Vol. 1#1-2 (1955) 各号 \2,200
Vol. 2-15 (1956-1969) 各1-3号 各号 \2,200
Vol. 16#1-4 (1970) 各号 \2,200
Vol. 17-26 (1971-1980) 各1-6号 各号 \2,200
Vol. 27-60 (1981-2014) 各1-12号 各号 \2,200
Vol. 62#3-7,9-12 (2016) 各号 \2,200
Vol. 63#1 (2017) \2,200
日本口腔インプラント学会誌 (日本口腔インプラント学会)60
Vol. 13-20 (2000-2007)   各1-4号 各号 \3,300
Vol. 21-26 (2008-2013)   各1-4号,特別号 各号 \3,300
Vol. 27#1-3,特別号 (2014) 各号 \3,300
Vol. 28#1,2 (2015) 各号 \3,300
Vol. 29#1,2 (2016) 各号 \3,300
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税込価格日本口腔科学会雑誌 (日本口腔科学会)

日本口腔科学会雑誌 (日本口腔科学会)61
Vol. 1#2-4 (1952) 各号 \2,200
Vol. 2-36 (1953-1987) 各1-4号 各号 \2,200
Vol. 37-47 (1988-1998) 各1-5号 各号 \2,200
Vol. 48-52 (1999-2003) 各1-6号 各号 \2,200
Vol. 53-61 (2004-2012) 各1-4号 各号 \2,200
Vol. 62#1-4,増刊号 (2013) 各号 \2,200
Vol. 63-66 (2014-2017) 各1-4号 各号 \2,200
Vol. 67 (2018) 1-3号 各号 \2,200
Vol. 68-69 (2019-2020) 各1-4号 各号 \2,200
日本口腔内科学会雑誌 (日本口腔内科学会)62
Vol. 18-22 (2012-2016) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 23#1 (2017) \3,300
Vol. 24#2 (2018) \3,300
Vol. 25#1 (2019) \3,300
Vol. 26#1-2 (2020) 各号 \3,300
日本口腔粘膜学会雑誌 (日本口腔粘膜学会)63
Vol. 2#1 (1996) \3,300
Vol. 5-15 (1999-2009) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 16#1 (2010) \3,300
Vol. 17#1-2 (2011) 各号 \3,300
日本口腔リハビリテーション学会雑誌 (日本口腔リハビリテーション学会)64
Vol. 26#1 (2013) \3,300
日本口腔診断学会雑誌 (日本口腔診断学会)65
Vol. 1#1 (1988) \3,850
Vol. 7#2 (1994) \3,850
Vol. 12-21 (1999-2008) 各1-2号 各号 \3,850
Vol. 22#2: 23#2 (2009,2010) \3,850
Vol. 24-33 (2011-2020) 各1-3号 各号 \3,850
Vol. 34#1 (2021) \3,850
日本口腔腫瘍学会誌 (日本口腔腫瘍学会)66
Vol. 1-4 (1989-1992) 各1-2号 各号 \2,750
Vol. 5-6 (1993-1994) 各1-3号 各号 \2,750
Vol. 7-8 (1995-1996) 各1-4号 各号 \2,750
Vol. 9#1-3 (1997) 各号 \2,750
Vol. 10-12 (1998-2000) 各1-4号 各号 \2,750
Vol. 13#1-4,Suppl. (2001) 各号 \2,750
Vol. 14-21 (2002-2009) 各1-4号 各号 \2,750
Vol. 22#2-4 (2010) 各号 \2,750
Vol. 23#1,3,4 (2011) 各号 \2,750
Vol. 24#1,4 (2012) 各号 \2,750
Vol. 25-30 (2013-2018) 各1-4号 各号 \2,750
Vol. 31-32 (2019-2020) 各1-4号 各号 \3,575
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税込価格日本骨形態計測学会雑誌 (日本骨形態計測学会)

日本骨形態計測学会雑誌 (日本骨形態計測学会)67
Vol. 1#1 (1991) \5,500
Vol. 2-5 (1992-1995) 各1-2号 各号 \5,500
Vol. 6-9 (1996-1999) 各1-3号 各号 \5,500
Vol. 10#1,2 (2000) 各号 \5,500
Vol. 11#1,2 (2001) 各号 \5,500
Vol. 12#1-3 (2002) 各号 \5,500
Vol. 13#1-3 (2003) 各号 \5,500
Vol. 14#1,2 (2004) 各号 \5,500
Vol. 15#1 (2005) 各号 \5,500
Vol. 16#1-3 (2006) 各号 \5,500
Vol. 17#1-3 (2007) 各号 \5,500
Vol. 21#1-2 (2011) 各号 \5,500
日本骨代謝学会雑誌 (日本骨代謝学会)68
Vol. 1#1-3 (1983) 各号 \2,750
Vol. 2#1-5 (1984) 各号 \2,750
Vol. 3#1-5 (1985) 各号 \2,750
Vol. 4#1-4 (1986) 各号 \2,750
Vol. 5#1-2 (1987) 各号 \2,750
Vol. 6-9 (1988-1991)   各1-4号 各号 \2,750
Vol. 10#1-3 (1992) 各号 \2,750
Vol. 10#4/11#1合併 (1993) \5,500
Vol. 11#2,3 (1993) 各号 \2,750
Vol. 12-13 (1994-1995) 各1-3号 各号 \2,750
Vol. 14-17 (1996-1999)   各1-4号 各号 \2,750
Vol. 18#1-3(2000-2001) 各号 \2,750
Vol. 19#1,3 (2001) 各号 \2,750
日本骨代謝学会学術集会プログラム抄録集 (日本骨代謝学会)69
第25回-第28回 (2007-2010) 各巻 \5,500
日本矯正歯科学会雑誌・Orthodontic Waves (日本矯正歯科学会)70
Vol. 1-3 (1932-1934) 各1号 各号 \3,300
Vol. 4-9 (1935-1941) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 10-15 (1942-1956) 各1号 各号 \3,300
Vol. 16-34 (1957-1975) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 35-47 (1976-1988) 各1-4号 各号 \3,300
総目次 vol. 1-40 (1932-1981) \3,300
Vol. 48-62 (1989-2003) 各1-6号 各号 \3,300
第51回大会 (1992) \3,300
第52回大会 (1993) \3,300
第57回学会大会 プログラム・抄録集 （1998） \3,300
第58回学会大会 プログラム・抄録集 （1999） \3,300
第59回学会大会 プログラム・抄録集 （2000） \3,300
* Vol.63 no.1 (2004)から、Orthodontic Waves（英文誌）と
   Orthodontic Waves-Japanese Edition（日本語版）を別途発行
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税込価格日本レーザー歯学会誌 (日本レーザー歯学会)

日本レーザー歯学会誌 (日本レーザー歯学会)71
Vol. 1-10 (1990-1999)  各1号 各号 \5,500
Vol. 11-18 (2000-2007)  各1-2号 各号 \5,500
Vol. 19-21 (2008-2010)  各1-3号 各号 \5,500
Vol. 22#1 (2011) \5,500
Vol. 22#2/3 (2011) \5,500
Vol. 23#1-3 (2012) 各号 \5,500
Vol. 24#1,2 (2013) 各号 \5,500
Vol. 25-27 (2014-2016) 各1-3号 各号 \5,500
Vol. 28#1 (2017) \5,500
Vol. 28#2/3 (2017) \5,500
Vol. 29-30 (2018/2019-2020) 各1-3号 各号 \5,500
Vol. 31#1,2 (2021) 各号 \5,500
日本臨床矯正歯科医会雑誌 (日本臨床矯正歯科医会)72
Vol. 1-11 (1989-1999) 各1号 各号 \3,300
Vol. 12-26,28-32 (2000/2001-2020/2021) 各1-2号 各号 \3,300
日本臨床歯周病学会会誌 (日本臨床歯周病学会)73
Vol. 1-26 (1983-2008) 各巻 \2,200
Vol. 27-36 (2009-2018) 各1-2号 各号 \2,200
Vol. 37#1-2 (2019) 各号 \2,200
Vol. 38#1 (2020) \2,200品切
Vol. 38#2 (2020) \2,200
Vol. 39#1 (2021) \2,200
日本細菌学雑誌 (日本細菌学会) Japanese Journal of Bacteriology74
Vol. 32-49 (1977-1994)  各1-6号 各号 \3,300
Vol. 50-62 (1995-2007)  各1-4号 各号 \4,950
Vol. 63#1 (2008) \4,950
Vol. 63#2/3/4 (2008) \4,950
Vol. 64#1 (2009) \4,950
Vol. 64#2/3/4 (2009) \4,950
Vol. 65#1 (2010) \4,950
Vol. 65#2/3/4 (2010) \4,950
Vol. 66#1,2/3,4 (2011) 各号 \4,950
Vol. 67#1,2/3/4 (2012) 各号 \4,950
Vol. 68#1(2013) \4,950
Vol. 69#1,2,3/4 (2014) 各号 \4,950
Vol. 70#1 (2015) 各号 \4,950
Vol. 71#第89回日本細菌学会総会プログラム集 (2016) \4,950
Vol. 73#第91回日本細菌学会総会プログラム集 (2018) \4,950
Vol. 74#第92回日本細菌学会総会プログラム集 (2019) \4,950
Vol. 75#第93回日本細菌学会総会プログラム集 (2020) \4,950
日本再生歯科医学会誌 (日本再生歯科医学会)75
Vol. 1#1; 2#1,3; 3#1 (2003-2005) 各号 \3,300
日本成人矯正歯科学会雑誌 (日本成人矯正歯科学会)76
Vol. 11#2; 12#1; 13#2 (2004-2006) 各号 \3,300
日本歯科衛生教育学会雑誌 （日本歯科衛生教育学会）77
Vol. 1#1 (2011) \3,300品切
Vol. 2-3 (2011/2012-2012/2013) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 4-10 (2013-2019) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 11#1 (2020) \3,300
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税込価格日本歯科技工学会雑誌 (日本歯科技工士学会会誌) (日本歯科技工学会)

日本歯科技工学会雑誌 (日本歯科技工士学会会誌) (日本歯科技工学会)78
Vol. 1#1 (1980) \4,400
Vol. 2#1-2 (1981) 各号 \4,400
Vol. 3-13 (1982-1992)  各１号 各号 \4,400
Vol. 14#1(特集号), 2 (1993) 各号 \4,400
Vol. 15-21 (1994-2000)  各１号 各号 \4,400
Vol. 22-28 (2001-2007)  各1-2号 各号 \4,400
学術大会プログラム 第9-13,15-19,21-29回 (1987-2007) 各冊 \4,400
Vol. 29#1-2 (2008) 各号 \4,400
Vol. 29#特別号 学術大会プログラム 第30回 (2008) \4,400
Vol. 30#1-2 (2009/2010) 各号 \4,400
Vol. 30#特別号 学術大会プログラム 第31回 (2009) \4,400
Vol. 31#1-2 (2010/2011) 各号 \4,400
Vol. 31#特別号 学術大会プログラム 第32回 (2010) \4,400
Vol. 32#1-2 (2011/2012) 各号 \4,400
Vol. 32#特別号 学術大会プログラム 第33回 (2011) \4,400
Vol. 33#1-2 (2012/2013) 各号 \4,400
Vol. 34#1-2 (2013/2014) 各号 \4,400
Vol. 35#1-2,特別号 学術大会プログラム 第36回 (2014) 各号 \4,400
Vol. 36#1,特別号 学術大会プログラム 第37回 (2015) 各号 \4,400
Vol. 37#1-2,特別号 学術大会プログラム 第38回 (2016) 各号 \4,400
Vol. 38#1-2,特別号 学術大会プログラム 第39回 (2017) 各号 \4,400
Vol. 39#1-2,特別号 学術大会プログラム 第40回 (2018) 各号 \4,400
Vol. 40#1-2,特別号 学術大会プログラム 第41回 (2019) 各号 \4,400
日本歯科保存学雑誌 (日本歯科保存学会)79
Vol. 1#1 (1958) \4,400
Vol. 2-20 (1959-1977) 各1-2号 各号 \4,400
Vol. 21-26 (1978-1983) 各1-3号 各号 \4,400
Vol. 27-28 (1984-1985) 各1-4号 各号 \4,400
総目次 Vol. 1-28 (1958-1985) \4,400
Vol. 29-50 (1986-2007) 各1-6号,春季特別号・秋季特別号 各号 \4,400
総目次およびキーワード集 Vol. 29/47 (1986-2004) \4,400
Vol. 51#1-6,春季特別号 (2008) 各号 \4,400
Vol. 52-62 (2009-2019) 各1-6号 各号 \4,400
Vol. 63#1-3 (2020) 各号 \4,400
日本歯科医学教育学会雑誌 (日本歯科医学教育学会)80
Vol. 1-5 (1986-1990) 各1号 各号 \3,300
Vol. 6-20 (1990-2004/2005) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 21-34 (2005-2018) 各1-3号 各号 \3,300
Vol. 35#1-2 (2019) 各号 \3,300
Vol. 36#3 (2020) \3,300
日本歯科医療福祉学会雑誌 (日本歯科医療福祉学会)81
Vol. 1,3-8,10,11 (1996-2006) 各1号 各巻 \3,300
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税込価格日本歯科医療管理学会雑誌 (日本歯科医療管理学会)

日本歯科医療管理学会雑誌 (日本歯科医療管理学会)82
Vol. 1-22#2 通刊1-33号 (1966/1967-1987/1988) 各号 \3,300
Vol. 23-27 (1988/1889-1992/1993) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 28#1/2 (1993) \6,600
Vol. 29-30 (1994-1995) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 31-35 (1996/1997-2000) 各1-3号 各号 \3,300
38回大会プログラム・特別講演・一般講演要旨 (1997) \3,300
40回総会・学術大会プログラム・抄録集 (1999) \3,300
Vol. 36-54 (2001/2002-2019/2020) 各1-4号 各号 \3,300
Vol. 55#2,3 (2020/2021) 各号 \3,300
日本歯科麻酔学会雑誌 (日本歯科麻酔学会)83
Vol. 1-3 (1973-1975) 各1-2号 各号 \4,400
Vol. 4-9 (1976-1981) 各1-3号 各号 \4,400
Vol. 10-12 (1982-1984) 各1-4号 各号 \4,400
Vol. 13-17 (1985-1989) 各1-4号,抄録号 各号 \4,400
Vol. 18#1,3,4,抄録号 (1990) 各号 \4,400
Vol. 19-23 (1991-1995) 各1-4号,抄録号 各号 \4,400
Vol. 21#特別号 (1993) 総目次と索引 \4,400
Vol. 24-28 (1996-2000) 各1-5号 各号 \4,400
Vol. 29#2-5 (2001) 各号 \4,400
Vol. 30-45 (2002-2017)  各1-5号 各号 \4,400
日本歯科人間ドック学会誌 (日本歯科人間ドック学会)84
Vol. 1,2,5-12 (1999-2017) 各1号 \3,300
※Vol. 13#1 (2018)→ジャパンオーラルヘルス学会誌 （ジャパンオーラル
日本歯科理工学会誌 (日本歯科理工学会)85
Vol. 29-36 (2010-2017) 各1-6号 各号 \3,300
Vol. 37#1-4 (2018) 各号 \3,300
Vol. 38-40 (2019-2021) 各1-3号 各号 \3,300
日本歯科心身医学会雑誌 (日本歯科心身医学会)86
Vol. 1-5 (1986-1990)   各1号 各号 \3,300
Vol. 6-14 (1991-1999)  各1-2号 各号 \3,300
Vol. 17#1 (2002) \3,300
Vol. 18#2 (2003) \3,300
Vol. 20#1-2 (2005) 各号 \3,300
日本歯科東洋医学会誌 (日本歯科東洋医学会)87
Vol. 1-8 (1983-1990) 各1号 各号 \3,300
Vol. 9#1-2 (1990) 各号 \3,300
Vol. 10#1-2 (1991) 各号 \3,300
Vol. 11#1/2 (1992) \3,300
日本歯科東洋医学会十周年記念学術大会プログラム (1992) \1,100
Vol. 12#1/2 (1993) \3,300
日本歯科東洋医学会10年のあゆみ (1993) \1,100
Vol. 13#1/2 (1994) \3,300
Vol. 14#1/2 (1995) \3,300
Vol. 15#1 (1996) \3,300
Vol. 16-19 (1997-2000)　各1-2号 各号 \3,300
第16回学術大会 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”生きる・癒す”（1998） \1,100
Vol. 20-24 (2001-2005) 各1/2号 各号 \3,300
日本歯科東洋医学会20年のあゆみ (2005) \1,100
Vol. 25-26 (2006-2007) 各1/2号 各号 \3,300
Vol. 30-31,33 (2011-2014) 各1/2号 各号 \3,300
Vol. 35-40 (2016-2021) 各1/2号 各号 \3,300
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税込価格日本歯内療法学会雑誌 (旧:日本歯内療法学会雑誌) (日本歯内療法学会)

日本歯内療法学会雑誌 (旧:日本歯内療法学会雑誌) (日本歯内療法学会)88
Vol. 1-9 (1980-1988) 各1号 各号 \3,300
Vol. 11#1 (1990) \3,300
Vol. 12-23 (1991-2002) 各1-2号 各号 \3,300
21回学術大会プログラム抄録集 (2000) \3,300
Vol. 24#1/2 (2003) \6,600
Vol. 24#3 (2003) \3,300
Vol. 25-42 (2004-2021)  各1-3号 各号 \3,300
日本神経精神薬理学雑誌 (日本神経精神薬理学会)89
Vol. 1-10 (1981-1990) 各号 \2,200
Vol. 11-17,20-37 (1991-2017) 各1-6号 各号 \2,200
日本歯周病学会会誌 (日本歯周病学会)90
Vol. 1-4 (1959-1962)       各1号 各号 \2,200
Vol. 5-17 (1963-1975)     各1-2号 各号 \2,200
Vol. 18-24 (1976-1982)   各1-4号 各号 \2,200
総目次 Vol. 1-22 (1959-1980) \2,200
Vol. 25-56 (1983-2014)   各1-4号 各号 \3,300
春季特別号・秋季特別号  Vol. 29-63 (1987-2021) 各号 \3,300
日本咀嚼学会雑誌　咀嚼と健康 (日本咀嚼学会)91
Vol. 11-15 (2001/2002-2005)  各1-2号 各号 \5,500
Vol. 16#1 (2006) \5,500
Vol. 17-23 (2007-2013)  各1-2号 各号 \5,500
Vol. 25 (2015) 1-2号 各号 \5,500
Vol. 28#2 (2018) \5,500
日本頭蓋顎顔面外科学会誌 (日本頭蓋顎顔面外科学会)92
Vol. 19#2,3; 20#1-3; 23#4; 24#1-4; 25#1-4; 26#2 (2003-2010) 各号 \2,200
日本統合医療学会93
統合医療 基礎と臨床　2005年11月25日　第1版第1刷発行 \6,600
統合医療 : 理論と実践　Revised Edition. 2012
Part 1.【理論篇】　Part 2. 【実践編】　 セット \22,000
日本統合医療学会誌 （日本統合医療学会）94
Vol. 1#2 (2008) \3,850
Vol. 2-4 (2009-2011) 各1-2号 各号 \3,850
Vol. 5-11 (2012-2018) 各1-3号 各号 \3,850
Vol. 12#1/2 (2019) \3,850
Vol. 12#3 (2019) \3,850
Vol. 13#1-3 (2020) 各号 \3,850
Vol. 14#1 (2021) \3,850
日本全身咬合学会雑誌 (日本全身咬合学会)95
Vol. 1-5 (1995-1999) 各1号 各号 \5,500
第2回学術大会プログラム (1994) \3,300
第8回学術大会プログラム・抄録集 (1998) \3,300
Vol. 6-12 (2000-2006)  各1-2号 各号 \5,500
第10回学術大会プログラム・抄録集 (2000) \3,300
第11回学術大会プログラム・抄録集 (2001) \3,300
第13回学術大会「咬合と脳活動」プログラム・抄録集 (2003) \3,300
第16回学術大会プログラム・抄録集 (2006) \3,300
Vol. 13#1-2 (2007) 各号 \5,500
Vol. 14-16 (2008-2010) 各1-2号 各号 \5,500
Vol. 17#1/2 (2011) \5,500
Vol. 18#1/2 (2012) \5,500
Vol. 19-27 (2013-2021) 各1-2号 各号 \5,500
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税込価格認知神経科学 Japanese Journal of Cognitive Neuroscience (認知神経科学会)

認知神経科学 Japanese Journal of Cognitive Neuroscience (認知神経科学会)96
Vol. 1#2 (1999) \3,300
Vol. 2#1,2 (2000) 各号 \3,300
Vol. 3-9 (2001-2007) 各1-3号 各号 \3,300
Vol. 3#supplement (2001) \3,300
Vol. 11#1,2,3/4 (2009) 各号 \3,300
Vol. 12#1,2 (2010) \3,300
Vol. 13#1 (2011) \3,300
脳神経外科ジャーナル (日本脳神経外科コングレス)97
Vol. 13-21 (2004-2012) 各1-12,Supplement 各号 \2,136
脳と発達 (日本小児神経学会)98
Vol. 38-45 (1997-2013) 各1-6号,総会号 各号 \1,650
Oral Medicine and Pathology (The Japanese Society for Oral Pathology)99
Vol. 1-3 (1996-1998) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 4#2 (1999) \3,300
Vol. 5#1 (2000) \3,300
Vol. 9#3 (2004) \3,300
Oral Radiology (日本歯科放射線学会)100
Vol. 1-7 (1985-1991) 各1-2号 各号 \2,200
Vol. 8#2 (1992) \2,200
Vol. 9#1-2 (1993) 各号 \2,200
Vol. 10#1 (1994) \2,200
Vol. 11#2 (1995) \2,200
Vol. 12-23 (1996-2007) 各1-2号 各号 \2,200
Oral Science International (日本口腔科学会)101
Vol. 1-7 (2004-2010) 各1-2号 各号 \2,200
Vol. 8#1 (2011) \2,200
Orthodontic Waves (英文誌） (日本矯正歯科学会)102
Vol. 63-74 (2004-2015) 各1-4号 各号 \3,300
Vol. 75#1 (2016) \3,300
Vol. 76#1 (2017) \3,300品切
Vol. 77#1,2 (2018) 各号 \3,300
Vol. 79#1 (2020) \3,300
Vol. 80#2-3 (2021) 各号 \3,300
Orthodontic Waves Japanese Edition・日本矯正歯科学会雑誌 (日本矯正歯科
学会)

103

Vol. 63-73 (2004-2014) 各1-3号 各号 \3,300
Vol. 74-79 (2015-2020) 各1-2号 各号 \3,300
日本の歯科矯正の歴史 （日本矯正歯科学会設立75周年記念出版） (20 \3,300
第65回学会大会プログラム・抄録集 (2006) \3,300
第66回学会大会プログラム・抄録集 (2007) \3,300
第67回学会大会プログラム・抄録集 (2008) \3,300
第68回学会大会プログラム・抄録集 (2009) \3,300
第69回学会大会プログラム・抄録集 (2010) \3,300
第70回学会大会プログラム・抄録集 (2011) \3,300
第71回学会大会プログラム・抄録集 (2012) \3,300
第72回学会大会プログラム・抄録集 (2013) \3,300
第73回学会大会プログラム・抄録集 (2014) \3,300
奥羽大学歯学誌 (奥羽大学歯学会)104
Vol. 25-28 (1998-2001) 各1-4号 各号 \2,200
Vol. 29#2,4 (2002) 各号 \2,200
Vol. 30#1,2; 31#4 (2003-2004) 各号 \2,200
Vol. 32#1-3 (2005) 各号 \2,200
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税込価格Pediatric Dental Journal (International Journal of Japanese Society of Pediatric Dentistry)

Pediatric Dental Journal (International Journal of Japanese Society of 
Pediatric Dentistry)

105

Vol. 1#1 (1991) \3,300
Vol. 4#1 (1994) \3,300
Vol. 5#1 (1995) \3,300
Prosthodontic Research & Practice (日本補綴歯科学会)106
Vol. 1-4 (2002-2005)  各1号 各号 \4,400
Vol. 5-6 (2006-2007)  各1-4号 各号 \4,400
Vol. 7#1-2 (2008) 各号 \4,400
臨床神経学 (日本神経学会)107
Vol. 50#1-9 (2010) 各号 \1,650
Vol. 52#1-10 (2012) 各号 \1,650
Vol. 53#1-10 (2013) 各号 \1,650
Vol. 54#1-7 (2014) 各号 \1,650
臨床神経生理学 (日本臨床神経生理学会)108
Vol. 1-27→脳波と節電図
Vol. 28-34 (2000-2006) 各1-6号 各号 \2,200
Vol. 35-39 (2007-2011) 各1-4,6号 各号 \2,200
Vol. 35-39 (2007-2011) 各5号 各号 \4,400
Vol. 40#1,2 (2012) 各号 \2,200
Vol. 40#5 (2012) \4,400
Vol. 41#4 (2013) \2,200
Vol. 41#5 (2013) \4,400
Vol. 42#1-4 (2014) 各号 \2,200
臨床神経心理 (東北神経心理懇話会)109
Vol. 3 (1993) \3,300
Vol. 9-16 (1998-2005) 各巻 \3,300
老年歯科医学 (日本老年歯科医学会)110
Vol. 2#1 (1988) \3,143
Vol. 4#1 (1990) \3,143
Vol. 5#1 (1991) \3,143
Vol. 6-8 (1991/1992-1993/1994)  各1-2号 各号 \3,143
Vol. 9-17 (1994/1995-2002/2003)  各1-3号 各号 \3,143
Vol. 18-29 (2003/2004-2014/2015)  各1-4号 各号 \3,143
第25回 学術大会 プログラム・抄録集 (2014) \3,143
Vol. 30#1-4 (2015) 各号 \3,143
第26回 総会・学術大会 プログラム・抄録集 (2015) \3,143
Vol. 31-34 (2016/2017-2019/2020) 各号 \3,143
Vol. 35#1-2 (2020) 各号 \3,143
再生医療 (メディカルレビュー社)111
Vol. 1#2 (2002) \2,200
Vol. 2-12 (2002-2013) 各1-4号 各号 \2,200
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税込価格接着歯学 (日本接着歯学会)

接着歯学 (日本接着歯学会)112
Vol. 1#1 (1983) \3,300
Vol. 2#1 (1984) \3,300
Vol. 3#1 (1985) \3,300
Vol. 4#1-2 (1986) 各号 \3,300
Vol. 5#1-2 (1987) 各号 \3,300
Vol. 5#3/4 (1987) \6,600
Vol. 6-8 (1988-1990)  各1-4号 各号 \3,300
Vol. 9#3,4 (1991) 各号 \3,300
Vol. 10-24 (1992-2006/2007)  各1-4号 各号 \3,300
Vol. 25-26 (2007-2008)  各1-3号 各号 \3,300
Vol. 27#1-3 (2009) 各号 \3,300
Vol. 28#1-4 (2010) 各号 \3,300
Vol. 29#1-4 (2011) 各号 \3,300
Vol. 30#1-4 (2012) 各号 \3,300
Vol. 31-35 (2013-2017)　各1,2,4号　3号は電子ジャーナル 各号 \3,300
Vol. 36#1,2 (2018) 3号は電子ジャーナル 各号 \3,300
Vol. 37#1,2,4 (2019) 3号は電子ジャーナル 各号 \3,300
精神神経学雑誌 (日本精神神経学会)113
Vol. 115-119 (2013-2017) 各1-12号 各号 \1,650
Vol. 115-119#特別号 (2013-2017) 各号 \3,300
Vol. 120#1,2,4,7-12 (2018) 各号 \1,650
Vol. 121#1-5 (2019) 各号 \1,650
脊椎外科 (日本脊椎外科学会)114
Vol. 11#1-2 (1997) 各号 \2,750
Vol. 12-17 (1998-2003)  各1-3号 各号 \2,750
歯科放射線 (日本歯科放射線学会)115
Vol. 27#4 (1987) \2,200
Vol. 28#2,3,4,増刊号 (1988) 各号 \2,200
Vol. 29-38 (1989-1998) 各1-4号,増刊号 各号 \2,200
Vol. 39#1,2,4,増刊号 (1999) 各号 \2,200
Vol. 40-43 (2000-2003) 各1-4号,増刊号 各号 \2,200
Vol. 44-46 (2004-2006) 各1-4号 各号 \2,200
Vol. 47-55 (2007-2015) 各1/2/3/4号の合本 各巻 \5,500
Vol. 56-60 (2016-2020) 各1-2号 各号 \5,500
Vol. 61#増刊号 (2021) \5,500
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税込価格歯科基礎医学会雑誌 Japanese Journal of Oral Biology (歯科基礎医学会)

歯科基礎医学会雑誌 Japanese Journal of Oral Biology (歯科基礎医学会)116
Vol. 1#1 (1959) \2,750
Vol. 2-3 (1960-1961)  各1-3号 各号 \2,750
Vol. 4#1/2 (1962) \5,500
Vol. 4#3 (1962) \2,750
Vol. 5#1/2 (1963) \5,500
Vol. 5#3 (1963) \2,750
Vol. 6-9 (1964-1967)　各1-3号 各号 \2,750
Vol. 10-13 (1968-1971)  各1-4号 各号 \2,750
Vol. 14#1-4,supplement (1972) 各号 \2,750
Vol. 15-20 (1973-1978)  各1-4号 各号 \2,750
Vol. 21-27 (1979-1985)  各1-4号,supplement 各号 \2,750
Vol. 28-33 (1986-1991)  各1-6号,supplement 各号 \2,750
Vol. 34-35 (1992-1993)  各1-6号 各号 \2,750
Vol. 36-37 (1994-1995)  各1-6号,supplement 各号 \2,750
Vol. 38#1-3,6,supplement (1996) 各号 \2,750
Vol. 39#1-6,supplement (1997) 各号 \2,750
Vol. 40#3 (1998) \2,750
Vol. 41-45 (1999-2003)  各1-6号 各号 \2,750
以降は、Journal of Oral Biosciences
歯科麻酔研究会誌 (歯科麻酔研究会)117
Vol. 1-4 (1968-1971) 各1号 各号 \3,300
Vol. 5#1-2 (1972) 各号 \3,300
歯科理工学雑誌 (歯科理工学会)118
Vol. 1#1-Vol. 23#61 (1960-1982) 各号 \2,200
歯科審美 (日本歯科審美学会)119
Vol. 1-5 (1989-1993) 各1号 各号 \5,500
Vol. 6-32 (1993/1994-2019/2020)　各1-2号 各号 \5,500
Vol. 33#1 (2020) \5,500
Global Esthetic Forum 2004 @ Nagoya Program and Abstracts (2004) \5,500
歯科薬物療法 (日本歯科薬物療法学会)120
Vol. 2-4 (1983-1985) 各1-2号 各号 \3,850
Vol. 5#3 (1986) \3,850
Vol. 6#1,2 (1987) 各号 \3,850
Vol. 7#1,2 (1988) 各号 \3,850
Vol. 8#3 (1989) \3,850
Vol. 9-10 (1990-1991) 各1-3号 各号 \3,850
Vol. 11#1 (1992) \3,850
Vol. 12#2,3 (1993) 各号 \3,850
Vol. 13-14 (1994-1995) 各1-3号 各号 \3,850
Vol. 15#1,2 (1996) 各号 \3,850
Vol. 16#1 (1997) \3,850
Vol. 18#2,3 (1999) 各号 \3,850
Vol. 19-28 (2000-2009) 各1-3号 各号 \3,850
Vol. 29#1,3 (2010) 各号 \3,850
Vol. 30-35 (2011-2016) 各1-3号 各号 \3,850
Vol. 36#1,2 (2017) 各号 \3,850
歯科材料・器械 (日本歯科理工学会)121
Vol. 1#1-4 (1982) 各号 \3,300
Vol. 2-28 (1983-2009)   各1-6号 各号 \3,300
Vo. 3#特別号A,B (1984) 各号 \3,300
Vol. 20#特別号 21世紀記念大会および創立20周年記念特集 (2001) \3,300
特別号 No. 5-40 (1985-2002) 各号 \3,300
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税込価格神経治療学 (日本神経治療学会)

神経治療学 (日本神経治療学会)122
Vol. 9-29 (1992-2012) 各1-6号 各号 \2,420
神経超音波医学 (日本脳神経超音波学会)123
Vol. 6,7,13-21 (1993-2008) 各1-3号 各号 \3,300
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神経研究の進歩 (医学書院)124
Vol. 1-15 (1956/57-1971) 各1-4号 各号 \6,160
Vol. 16-21 (1972-1977) 各1-6号 各号 \6,160
Vol. 22#1-7 (1978) 各号 \6,160
Vol. 23-38 (1979-1994) 各1-6号 各号 \6,160
Vol. 39#1 (1995) 睡眠と睡眠障害 \6,160
Vol. 39#2 (1995) 大脳基底核 \6,160
Vol. 39#3 (1995) アテトーゼﾞトジストニー(異常運動と異常姿勢) \6,160
Vol. 39#4 (1995) 視覚認知のメカニズムとその障害 \6,160
Vol. 39#5 (1995) 脳の発生と分化 \6,160
Vol. 39#6 (1995) 第30回脳のシンポジウム \6,160
Vol. 40#1 (1996) Motor Neuron Disease \6,160
Vol. 40#2 (1996) 神経系細胞のアトポーシス \6,160
Vol. 40#3 (1996) 眼球運動と注意 \6,160
Vol. 40#4 (1996) 脳循環と脳虚血 \6,160
Vol. 40#5 (1996) 神経機能の再建 \6,160
Vol. 40#6 (1996) 第31回脳のシンポジウム \6,160
Vol. 41#1 (1997) アルツハイマー病研究最近の進歩 \5,940
Vol. 41#2 (1997) 神経免疫学の進歩 \5,940
Vol. 41#3 (1997) Triplet repeat diseases \5,940
Vol. 41#4 (1997) 感情のメカニズムとその障害 \5,940
Vol. 41#5 (1997) 機能遺伝子のノックアウト \5,940
Vol. 41#6 (1997) 第32回脳のシンポジウム \5,940
Vol. 42#1 (1998) 手の運動の制御と学習 \5,940品切
Vol. 42#2 (1998) イオンチャンネルとレセプター-生理と病態- \5,940
Vol. 42#3 (1998) 痛みのメカニズム \5,940
Vol. 42#4 (1998) 脳とステロイドホルモン \5,940
Vol. 42#5 (1998) 神経系と老化 \5,940
Vol. 42#6 (1998) 第33回脳のシンポジウム \5,940
Vol. 43#1 (1999) 神経系感染症の進歩とその周辺 \6,050
Vol. 43#2 (1999) 活性酸素・窒素種と神経系 \6,050
Vol. 43#3 (1999) グリオーマ-最近の研究と治療 \6,050
Vol. 43#4 (1999) 高次脳機能マッピング \6,050
Vol. 43#5 (1999) 味と匂いの神経機構 \6,050
Vol. 43#6 (1999) 第34回脳のシンポジウム \6,050
Vol. 44#1 (2000) てんかん研究トピックス \6,050
Vol. 44#2 (2000) ミオパチー研究最前線 \6,050
Vol. 44#3 (2000) 神経栄養因子研究の新しい展開 \6,050
Vol. 44#4 (2000) パーキンソン病最前線 \6,050
Vol. 44#5 (2000) 小脳 \6,050
Vol. 44#6 (2000) 第35回脳のシンポジウム \6,050
Vol. 45#1 (2001) 神経系の遺伝子治療－その現状と展望 \6,050
Vol. 45#2 (2001) 記憶研究最近の進歩 \6,050
Vol. 45#3 (2001) 脳血管障害の臨床－最近のトピックス \6,050
Vol. 45#4 (2001) 神経疾患の新しい治療 \6,050
Vol. 45#5 (2001) 生体時計と概日リズム \6,050
Vol. 45#6 (2001) 第36回脳のシンポジウム \6,050
Vol. 46#1 (2002) 聴覚神経科学の新しい展開 \6,050
Vol. 46#2 (2002) 神経幹細胞と再生移植治療 \6,050
Vol. 46#3 (2002) 頭痛・疼痛 \6,050
Vol. 46#4 (2002) グリアの生物科学 \6,050
Vol. 46#5 (2002) ポリグルタミン病の病態機序 \6,050
Vol. 47#1 (2003) プリオン病研究における最近の進歩 \6,050
Vol. 47#2 (2003) チャネロパチー \6,050
Vol. 47#3 (2003) 神経内分泌学の最近の展開 \6,050
Vol. 47#4 (2003) Peripheral neuropathy：診療と研究の最近の進歩 \6,050
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Vol. 47#5 (2003) 言語機能の脳内メカニズム \6,050
Vol. 47#6 (2003) 第 38 回脳のシンポジウム \6,050
Vol. 48#1 (2004) 蛋白質の品質管理と神経疾患 \6,160
Vol. 48#2 (2004) 知覚と認知の大脳メカニズム \6,160品切
Vol. 48#3 (2004) 神経病理：最前線 \6,160
Vol. 48#4 (2004) 頭頂葉の新しい機能地図 \6,160
Vol. 48#5 (2004) ポストゲノム時代の神経疾患の分子遺伝学 \6,160
Vol. 48#6 (2004) 第39回脳のシンポジウム \6,160
Vol. 49#1 (2005) 脳の発生分化と回路形成 \6,160
Vol. 49#2 (2005) 前庭機能とめまい \6,160
Vol. 49#3 (2005) アルツハイマー病研究の最前線-基礎と臨床 \6,160
Vol. 49#4 (2005) 前頭前野機能の最前線-基礎から臨床まで \6,160
Vol. 49#5 (2005) てんかん研究の新しい展開 \6,160
Vol. 49#6 (2005) 第40回脳のシンポジウム \6,160
Vol. 50#1 (2006) 情動の脳科学 \6,160
Vol. 50#2 (2006) 脳浮腫研究の進歩-基礎と臨床 \6,160
Vol. 50#3 (2006) 脊髄小脳変性症研究の最近の進歩 \6,160
Vol. 50#4 (2006) 多発性硬化症研究・治療の現状2006 \6,160
Vol. 50#5 (2006) 精神疾患と知的発達障害の分子遺伝学 \6,160
Vol. 50#6 (2006) 第41回 脳のシンポジウム \6,160
神経免疫学 Neuroimmunology (日本神経免疫学会)125
Vol. 7#1 (1999) \2,200
Vol. 9#1 (2001) \2,200
Vol. 11#2; 12#2; 13#1; 14#1 (2003-2006) 各号 \2,200
Vol. 15#1,2; 16#1 (2007-2008) 各号 \2,200
第22回日本神経免疫学会学術集会抄録集 (2010) \2,200
神経内科 (科学評論社)126
Vol. 66-79 (2007-2013) 各1-6号 各号 \2,970
Vol. 80-85 (2014-2016) 各1-6号 各号 \3,300
神経内科治療 (神経内科治療研究会)127
Vol. 1#1,2 (1984) 各号 \2,420
Vol. 2-5 (1985-1988) 各1-4号 各号 \2,420
Vol. 6-8 (1989-1992) 各1-6号 各号 \2,420
神経精神薬理 (星和書店)128
Vol. 1-19 (1979-1997) 各1-12号 各号 \3,350
Vol. 19#増刊号 (1997) ニューロトランスミッター・トゥディ \4,715
神経心理学 (日本神経心理学会)129
Vol. 1-2 (1985-1986) 各1-2号 各号 \2,200
Vol. 3-5 (1987-1989) 各1-3号 各号 \2,200
Vol. 6-24 (1990-2008) 各1-4号 各号 \2,200
Vol. 25#1,2 (2009) 各号 \2,200
障害者歯科 (日本障害者歯科学会)130
Vol. 1-7 (1980-1986)   各1号 各号 \3,300
Vol. 8-14 (1987-1993)   各1-2号 各号 \3,300
Vol. 15-21 (1994-2000)   各1-3号 各号 \3,300
Vol. 19#Supplement (1998) \3,300
Vol. 22-41 (2001-2020)  各1-4号 各号 \3,300
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税込価格小児歯科学雑誌 (日本小児歯科学会)

小児歯科学雑誌 (日本小児歯科学会)131
Vol. 20-29 (1982-1991) 各1-4号 各号 \2,000
Vol. 30-47 (1992-2009) 各1-5号 各号 \2,000
Vol. 48#1-6 (2010) 各号 \2,000
Vol. 49#1-5 (2011) 各号 \2,000
Vol. 50#1-5,50周年記念号 (2012) 各号 \2,000
Vol. 51-57 (2013-2019) 各1-4号 各号 \2,000
Vol. 58#1-3,地方会抄録号,大会抄録(誌上開催)号 (2020) 各号 \2,000
スポーツ歯学 (日本スポーツ歯科医学会)132
Vol. 1-9 (1998-2006) 各1号 各号 \2,200
Vol. 10-24 (2006/2007-2020/2021) 各1-2号 各号 \2,200
Vol. 25#1 (2021) \2,200
第18回総会・学術大会 プログラム・抄録集 (2007) \2,200
第19回総会・学術大会 プログラム・抄録集 (2008) \2,200
第20回総会・学術大会 プログラム・抄録集 (2009) \2,200
第25回総会・学術大会 プログラム・抄録集 (2014) \2,200
第26回総会・学術大会 プログラム・抄録集 (2015) \2,200
睡眠口腔医学 (日本睡眠歯科学会)133
Vol. 5#2 (2019) \5,500
Vol. 6#1,2 (2019,2020) 各号 \5,500
Vol. 7#1,総会特別号 (2020) 各号 \3,300
Vol. 7#2,3 (2021) 各号 \3,300
頭頸部癌 (日本頭頸部癌学会)134
Vol. 30#3,4 (2004) 各号 \2,750
Vol. 31#1-4 (2005) 各号 \2,750
Vol. 31#Suppl. (2005) \2,750
Vol. 32#1-4 (2006) 各号 \2,750
Vol. 32#Suppl. (2006) \2,750
Vol. 33#1-4 (2007) 各号 \2,750
Vol. 33#Suppl. (2007) 各号 \2,750
Vol. 34-38 (2008-2013) 各1-4号 各号 \2,750
Vol. 39-42 (2013-2016) 各1-4号,Suppl. 各号 \2,750
Vol. 43-46 (2017-2020) 各1-4号 各号 \2,750
頭頸部外科 (日本頭頸部外科学会)135
Vol. 1 (1991) \3,300
Vol. 2 (1992) \3,300
Vol. 3#1,2 (1993) 各号 \3,300
Vol. 4#1,2 (1994) 各号 \3,300
Vol. 5#1 (1995) \3,300
Vol. 6#3 (1996) \3,300
Vol. 8-18 (1998-2008) 各1-3号 各号 \3,300
Vol. 19#1,2 (2009) 各号 \3,300
Vol. 20#1-3 (2010) 各号 \3,300
Vol. 21#1,2 (2011) 各号 \3,300
Vol. 22-27 (2012-2017) 各1-3号 各号 \3,300
Vol. 28#1,2 (2018) 各号 \3,300
Vol. 29#1-3 (2019) 各号 \3,300
Vol. 30#2,3 (2020) 各号 \3,300
Vol. 31#1 (2021) \3,300
頭頸部自律神経 (頭頸部自律神経研究会)136
Vol. 10-15,17,20,23,24 (1996-2010) 各巻 \2,200
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税込価格頭頸部腫瘍 (日本頭頸部癌学会)

頭頸部腫瘍 (日本頭頸部癌学会)137
Vol. 2 (1975) \2,200
Vol. 3 (1976) \2,200
Vol. 5 (1978) \2,200
Vol. 6 (1979) \2,200
Vol. 7 (1980) \2,200
Vol. 8 (1981) \2,200
Vol. 9 (1982) \2,200
Vol. 11 (1984) \2,200
Vol. 12 (1985) \2,200
Vol. 13 (1986) \2,200
Vol. 15#1,2 (1988/1989) 各号 \2,200
Vol. 16#1,2 (1989/1990) 各号 \2,200
Vol. 17#1,2 (1991) 各号 \2,200
Vol. 17#創立30周年記念誌 (1991) \3,300
Vol. 18#1,2 (1992) 各号 \2,200
Vol. 19#1-3 (1993) 各号 \2,200
Vol. 20#1-3 (1994) 各号 \2,200
Vol. 21#2,3 (1995) 各号 \2,200
Vol. 22-28 (1996-2002) 各1-3号 各号 \2,200
Vol. 29#1-4 (2003) 各号 \2,200
Vol. 30#1,2 (2004) 各号 \2,200
東京矯正歯科学会雑誌 (東京矯正歯科学会)138
Vol. 10-11 (2000-2001) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 12#1 (2002) \3,300
Vol. 16-17 (2006-2007) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 18#1 (2008) \3,300
Vol. 19-21 (2009-2011) 各1-2号 各号 \3,300
Vol. 23-29 (2013-2019) 各1-2号 各号 \3,300
有病者歯科医療 (日本有病者歯科医療学会)139
Vol. 8-10 (2000-2001) 各1-2号 各号 \2,200
Vol. 11#1-3 (2002) 各号 \2,200
Vol. 12#2,3 (2003) 各号 \2,200
Vol. 13#1,2 (2004) 各号 \2,200
Vol. 23#1-4 (2014) 各号 \2,200
Vol. 24#1 (2015) \2,200
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