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長坂 安子 東京女子医科大学医学部 麻酔科学講座

祖父江 和哉 名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野

末盛 泰彦 福岡リハビリテーション病院 麻酔科

■ 別冊編集委員
坪川 恒久 東京慈恵会医科大学 麻酔科学講座
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小原 伸樹 福島県立医科大学附属病院 手術部

紙谷 義孝 新潟大学大学院医歯学総合研究科 麻酔科学部門

櫻井 裕之 杏林大学医学部 薬理学講座

下出 典子 兵庫医科大学 麻酔科学・疼痛制御科学講座

下山　哲 自治医科大学附属さいたま医療センター 救急部

仙頭 佳起 名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野

高木 俊一 日本大学医学部 麻酔科学系麻酔科学分野

富樫　敬 Department of Anesthesiology and Pain Medicine   
 University of Washington

外山 裕章 東北大学医学部 麻酔科学・周術期医学分野

西迫　良 手稲渓仁会病院 小児科

松永　明 鹿児島大学医学部 麻酔・蘇生学講座

水谷　光 千船病院 麻酔科・手術中材センター

● LiSA 2022年度（Vol.29）定期購読〔□チェックしてください〕

□ 1 ～ 12月号 +別冊 2冊（計 14冊） 定価 35,200円 （本体 32,000円 +税）

□ 2 ～ 12月号 +別冊 2冊（計 13冊） 定価 33,000円 （本体 30,000円 +税）

□ 3 ～ 12月号 +別冊 2冊（計 12冊） 定価 30,800円 （本体 28,000円 +税）

□ 4 ～ 12月号 +別冊 2冊（計 11冊） 定価 28,600円 （本体 26,000円 +税）

□ 5 ～ 12月号 +別冊 2冊（計 10冊） 定価 26,400円 （本体 24,000円 +税）

□ 6 ～ 12月号 +別冊 2冊（計 9冊）  定価 24,200円 （本体 22,000円 +税）

● LiSA バックナンバー

2012年～2017年........................................各定価 2,420円 （本体 2,200円+税）

2018年～.............................................................各定価 2,530円 （本体 2,300円+税）

別冊 1997年～2017年............................各定価 4,180円 （本体 3,800円+税）

別冊春号 2018年～......................................各定価 3,850円 （本体 3,500円+税）

別冊秋号 2018年～......................................各定価 4,950円 （本体 4,500円+税）

＊2011年以前のバックナンバーについては弊社販売部（TEL: 03-5804-6051）までお問い合わせください。

宮崎 智之 横浜市立大学医学部 生体防御・麻酔科学/生理学

宮津 光範 あいち小児保健医療総合センター 麻酔科

山本 俊介 大分大学医学部 麻酔科学講座

横溝 岳彦 順天堂大学医学部 生化学第一講座

編集委員

2021年（Vol.28）
 1 月号 末梢ルートトラブル

 2 月号 一時総括 COVID-19時代の麻酔

 3 月号 パルスオキシメータ

 4 月号 血管穿刺

 5 月号 外国人患者への緊急手術

 6 月号 レミマゾラム

 7 月号　遠隔医療の現在地

 8 月号 硬膜外さいこう

 9 月号 看護師と協働する周術期管理

 10 月号 手術室の壁外へ：アウェイを戦う麻 
   酔科調査兵団

 11 月号 帝王切開の全身麻酔を紐解く

 12 月号 手術室での曝露の危険

別冊春号　2021のシェヘラザードたち

別冊秋号　麻酔科医なら知っておきたい
　　　　　血栓症・塞栓症

2022年（Vol.29）
 1 月号 カテーテルアブレーションの麻酔

 2 月号 知っておきたいがん治療：分子標的 
    薬から免疫チェックポイント阻害薬， 
    光免疫療法まで

 3 月号 周術期抗菌薬とその周辺

 4 月号 心電図Basics

 5 月号 症例から学ぶ：麻酔における臓器障害

 6 月号 研究から学ぶ：麻酔における臓器保護

 7 月号 発達期の脳に対する麻酔・鎮痛薬の 
    響：いまとこれから

 8 月号 搬送医療

 9 月号 心電図Advance

10月 号 経胸壁心エコーを使いこなそう

11月号 放射線防護

12月号 その症例，全身麻酔可能でしょうか？

別冊春号　2022のシェヘラザードたち

別冊秋号　オピオイド　　

 2021～22年　「徹底分析シリーズ」 テーマ（予定含む）

ご注文は最寄りの書店をご利用ください。また、下記の方法でも承っております。
■ お電話にてご注文 TEL: 03-5804-6051　■ ファックスにてご注文 FAX: 03-5804-6055　■ ウェブサイトからご注文 http://www.medsi.co.jp
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