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生殖器および咽頭より検出したNeisseria gonorrhoeae(淋病)の細菌学的および疫学的検討
Cryoprecipitate May Reduce the Need for Blood Products During Congenital Heart Surgery
Clinical Utility of Prenatal Head-to-Abdominal Circumference Ratio for Prediction of Small-for-Gestational-Age Birth: A Retrospective Study
看護学生による未固定のブタ内臓を用いた解剖学実習の学び
磁気秩序を伴う金属-絶縁体転移の研究 : π-d系有機導体 λ-(BETS)2FeCl4における比熱測定
大腸菌の膜タンパク質YnbDの発現・精製およびプレニルリン酸・ニリン酸の液体クロマトグラフ質量分析法による定量分析
New possible biomarkers for diagnosis of infections and diagnostic distinction between bacterial and viral infections in children
Tumor Invasion of Extralobar Soft Tissue Beyond the Hilar Region Does Not Affect the Prognosis of Surgically Resected Lung Cancer Patients
メラトニンに対する魚類赤・黄色素胞の反応ならびに関与するメラトニン受容体について
Potential roles of DNA methylation in the initiation and establishment of replicative senescence revealed by array-based methylome and transc
Addicsin 新規結合タンパク質 Tomoregulin-1 の同定
Psychosocial functioning of persons who develop serious mental illness after exhibiting a somatic prodrome in adolescence
看護大学学生の麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎の抗体価の推移
Guidelines for Submissions to the Toho Journal of Medicine
Renewal of the Editorial Board of the Toho Journal of Medicine
Serum Galectin-1 autoantibodies in patients with hepatocellular carcinoma
Comparison of the invasiveness of conventional discectomy and microendoscopic discectomy for lumbar disc herniation: Differences in the met
Ashra望遠鏡を用いたチェレンコフ光による宇宙線観測
Molecular epidemiological analysis of a Pneumocystis pneumonia outbreak among renal transplant patients
受療行動からみた地域高齢者における大うつ病性障害の1年予後
Changes in Streptococcus pneumoniae serotypes in the nasopharynx of Japanese children after inoculation with a heptavalent pneumococcal c
The significance of rectus femoris for the favorable functional outcome after total femur replacement
アルコール依存症の回復過程における「生きづらさ」の探索的研究
Analysis of Genetic Mutations Related to TGF-β/BMP Signaling in Children and Adults with Pulmonary Arterial Hypertension
一歳児を育てる母親の育児力尺度の開発
Probucol suppresses initiation of chronic hemodialysis therapy and renal dysfunction-related death in diabetic nephropathy patients: Sakura stu
図書館の空間分析に基づく館内サインの改善
慢性心不全看護認定看護師の活動報告
第2分科会:電子資料活用術 1.医学に特化したディスカバリー・サービス構想について
整形外科病棟における術後せん妄ケアに対するスタッフの意識の変化～教育的介入後のせん妄アセスメントツールの活用を通して～
Association of arteriosclerosis with early chronic obstructive pulmonary disease without respiratory symptoms
Risk evaluation of atmospheric polycyclic aromatic compounds and development of a new method for their detection
電気生理学的手法を用いたヒトNa+/taurocholate(TCA)共輸送ポリペプチド(hNTCP)の基質輸送機構の解析
The Nitric Oxide-cGMP Pathway Does Not Play an Essential Role in β-Adrenoceptor-Mediated Smooth Muscle Direct Relaxation in the Rat T
Folylpolyglutamate synthase is a major determinant of intracellular methotrexate polyglutamates in patients with rheumatoid arthritis
心臓血管外科における術前呼吸訓練の実施・継続に影響する要素の検討
Immunohistochemical assessment of a unique basal pattern of p53 expression in ulcerative-colitis-associated neoplasia using computer-assiste
Use of Urinary Biomarkers for Early Diagnosis of Acute Kidney Injury After Descending Thoracic Aorta Surgery
在宅で非がん後期高齢者を看取った主介護者の終末期における訪問看護師への思い
東邦大学医学部5年生における医師臨床研修制度に対する認識の変化
第47回研究会の概要
Factors associated with communication between doctors and patients'families without patient during home medical care
Saigo&#039;s Statue
論理的思考力を伸ばす英語の授業の実践報告
A Comparison of Fitness Performance among Youth Soccer Players Using a Global Positioning System
Obesity is associated with the development of interstitial pneumonia under long-term administration of amiodarone in refractory atrial fibrillation
リンゴ(Malus domestica Borkh.)精油の情動行動に及ぼす影響と作用経路に関する研究
Earlier diagnosis of acute kidney injury by urinary biomarkers after descending thoracic aorta surgery
時間外勤務に対する意識調査-属性と時間外勤務時間の関係Development and evaluation of a novel bone hemostatic agent that does not inhibit bone repair
外来呼吸リハビリテーションに参加する慢性閉塞肺疾患患者における運動習慣の獲得過程 ―Merleau-Ponty の身体論に依拠して―
ラベンダー精油の基原と精油成分による抗不安作用の解析
急性期病院における高齢患者のヘルスアセスメントの実施状況
Importance of branched-chain amino acid in patients with liver cirrhosis and advanced hepatocellular carcinoma receiving hepatic arterial infusio
Molecular and morphological discrimination between an invasive ascidian, Ascidiella aspersa, and its congener A. scabra (Urochordata: Ascidiace
戦後初期勤労青少年教育の原像 : 埼玉県定時制高等学校を中心として
都内にある大学病院の看護師の夜勤・交代制勤務に関する実態調査―蓄積疲労及び離職意向との関連―
積分概念の導入に関する教科書調査について - 高等学校学習指導要領の変遷もふまえて Clinical utility of prenatal head -to -abdominal circumference ratio for prediction of small-for-gestational-age neonates at birth: A retrospectiv
Clinical evaluation of hemorrhagic gastroduodenal ulcer in the elderly: Is Helicobacter pylori infection a risk factor for hemorrhage?
学生の経験に基づく夜間実習の成果と課題の検討
Prevalence and clinicoradiological analyses of patients with Alzheimer disease coexisting multiple microbleeds.
Superior mesenteric venous thrombosis after revisional open sleeve gastrectomy
第14回東邦看護学会学術集会プログラム
良性発作性頭位めまい症の非特異的頭位治療に対する難治例の検討
High-sensitivity cardiac troponin T level is associated with angiographic complexity of coronary artery disease: A cross-sectional study
Basic fibroblast growth factor induces angiogenic properties of fibrocytes to stimulate vascular formation during wound healing
Leptin stimulates interleukin-6 production via janus kinase 2/signal transducer and activator of transcription 3 in rheumatoid synovial fibroblast
Efficacy of tonsillectomy for the treatment of immunoglobulin A nephropathy recurrence after kidney transplantation
Size of the Optic Nerve Head and Its Relationship with the Thickness of the Macular Ganglion Cell Complex and Peripapillary Retinal Nerve Fibe
Levels of soluble LR11/SorLA are highly increased in the bile of patients with biliary tract and pancreatic cancers
明治憲法体制下の緊急権--戒厳と非常大権--緊急権に関する日独の比較近代憲法史-東邦大学医療センター大森病院における平日救急輪番制導入後の眼科救急受け入れ状況
The growth factor midkine may play a pathophysiological role in rheumatoid arthritis
Light-controlled gene expression using caged DNA with an affinity tag
Countermeasures Against Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Transmission: Non-Screening Preemptive Isolation and Cohorting of Pa
血液透析援助場面における援助者着用のゴーグルへの血液曝露の実態
腎専門病棟における血液透析用カテーテル管理の実態～看護師が行っているカテーテル留置部の観察とドレッシング交換に焦点を当てて～
Risk factors of infant anemia in the perinatal period
Derivation of integration-free iPSCs from a Klinefelter syndrome patient
第5回東邦Neuro IVRカンファレンス(第1回東邦医学会東邦Neuro IVRカンファレンス分科会)
飲酒がC型肝硬変患者の肝血流に与える影響
Cost of illness of the stomach cancer in Japan - a time trend and future projections
狼毒大戟の化学成分および生物活性に関する研究
高度催吐性リスクのがん化学療法施行時における予防的制吐療法に関する研究
第9回東邦Neuro IVRカンファレンス(第3回東邦医学会東邦Neuro IVRカンファレンス分科会)
第149回東邦医学会例会:教育講演:非小細胞肺癌における免疫チェックポイント阻害剤:最近の話題
外科手術に関する患者アンケート調査:手術に関する身体的苦痛内容の調査
Impact of left heart bypass on arterial oxygenation during one-lung ventilation for thoracic aortic surgery
VIP-Lipopeptideを組込んだ新規ドラッグデリバリーシステム(DDS)の開発 : リポソーム機能性向上のための新規LinkerとVIP-Lipopeptide の合成
Impact of manipulation of energy substrates on sinus nodal rhythm
Clinical significance of serum autoantibodies against Ras-like GTPases, RalA, in patients with esophageal squamous cell carcinoma
ステロイド スルファターゼ阻害剤KW-2581のJet mill粉砕における分解メカニズムに関する研究
飛行時間型二次イオン質量分析法による湿式攪拌造粒顆粒表面における結合剤の定量的評価に関する研究
第144回東邦医学会例会

入力条件:●アクセスログ期間=20171201-20171231,●書誌作成期間=19970101-20171231,●資料種別=TD,論文公開状態=1
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Masanori, 2017.10.18
津野, 陽子2014.10.03
眞喜志, ま2014.10.31
Yuzo, Kata2017.10.18
TURNER, R2014.03.20
早川, 翔 2017.05.09
藤井, 香穂2015.10.23
中島, 陽太2015.06.03
山﨑, 圭子2015.10.21
唐, 叡
2013.04.09
井村, 幸恵2014.12.19
Yuzo, Kata2017.06.15
Takako, To2017.06.15
菊地, 由美2014.10.03
嶋田, 一雄2016.05.25
鈴木, 恵介2013.02.08
遊佐, 貴司2017.05.09
大塚, 創 2014.06.30
高橋, 愛実2012.07.20
榊, みずほ2017.05.01
荒野, 拓 2014.04.25
蓮舎, 寛子2016.04.25
山本, 法子2014.10.03
2016.01.21
Iyoda, Akir 2017.09.04
白鳥, 史明2017.04.24
原, 学
2015.07.08
小暮, 大輔2012.07.20
卜部, 尚久2016.04.25
天野, 雄一2015.07.08
上野, 正浩2014.06.30
中山, 隆之2016.07.26
伊藤, 桂子2014.07.11
Yasuko, Ko2015.08.14
松本, 憲子2014.07.11
遠藤, 渓 2013.08.19
黛, 崇仁 2016.06.15
根井, あず2015.10.21
児玉,閲 2017.01.06
黒田, 真吾2014.10.03
野池, 博文2013.11.13
柳下, 真由2015.06.16
増田, 雅行2015.04.02
Shunsuke, 2016.11.25
山本, 竜大2017.05.09
岡野, 航;大2015.10.21
小林, 俊介2017.04.24
Takaaki, K 2017.06.15
柏崎, 信子2013.11.13
吉原, 彩;廣2016.07.27
若山, 正子2017.04.10
木村, 琢磨2013.07.25
HAUK, Ala 2015.06.16
大澤, 舞 2014.03.20
湯田, 秀行2014.03.20
小池, 秀樹2017.04.24
粕谷, ひか2012.07.20
鎌田, 高彰2017.05.09
門馬, 共代2014.10.03
砂川, 隆英2013.08.29
間瀬, 由記2016.05.30
高橋, 瑞穂2015.08.03
2013.11.13
川崎, タミ;横
金川, 武徳2015.11.30
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板橋, 文夫2014.03.20
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二瓶, 大 2017.07.20
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松本, 直;岡2017.02.21
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寺岡, 葵 2014.04.25
Takaharu, 2017.06.15
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花見, 紗代2014.10.03
平田, 倫生2017.04.24
清水, 俊博2016.04.25
2015.01.06
和久井, 紀2016.07.27
芳賀, 香代2014.06.30
匡, 薪竹 2016.03.29
西澤, 広介2015.04.02
2017.02.21
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斉田, 芳久2016.07.27
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Efficacy of Vitamin K2 for glucocorticoid-induced osteoporosis in patients with systemic autoimmune diseases
第14回東邦看護学会学術集会 一般演題プログラム
ヒノキ精油吸入による抗不安様作用及び抗ストレス作用について
東邦大学におけるスポーツ施設の役割と期待
第143回東邦医学会例会
第147回東邦医学会例会
Toho Journal of Medicine Vol. 1 No. 4 掲載論文の紹介
Investigation of metabolism of exogenous glucose at the early stage and onset of diabetes mellitus in Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty rats
カシス葉の化学成分及び抗酸化活性に関する研究
Electropharmacological effects of amantadine on cardiovascular system assessed with J-Tpeak and Tpeak-Tend analysis in the halothane-anes
環境工学における KETpic の活用の試み : 図学,製図および環境データでの利用
安定化理論に基づくISCZ法の新しい実装方法の提案
Investigation of ossification in the posterior longitudinal ligament using micro-focus X-ray CT scanning and histological examination
Asian dust and pediatric emergency department visits due to bronchial asthma and respiratory diseases in Nagasaki, Japan
Expression of cytokeratin 34βE12 is a good indicator of tumor progression in esophageal squamous cell carcinoma
第8回東邦大学医療センター佐倉病院学術集会(第3回東邦医学会佐倉病院分科会)
p27KIP1 loss promotes proliferation and phagocytosis but prevents epithelial-mesenchymal transition in RPE cells after photoreceptor damage
第14回東邦看護学会学術集会賞受賞者
第35回東邦大学医療センター大橋病院外科集談会(第3回東邦医学会大橋病院外科分科会)
医療用漢方製剤のプロティンチロシンホスファターゼ阻害活性に関する研究
Comparison of ultrasonographic joint and tendon findings in hands between early, treatment-naïve patients with systemic lupus erythematosus
分娩介助時における助産師の個人防護具着用行動とリスク認知に関する研究
Percutaneous Endoscopic Gastrostomy and Percutaneous Transesophageal Gastrotubing for Palliative Treatment of Malignant Bowel Obstructi
Are the Principles of Interpretation A Priori ?
土壌放線菌の産出するQuorum Sensing阻害物質の探索
抗ヒスタミン薬の心臓電気薬理学的分析による薬物性QT延長症候群のリスク回避に関する研究
Diagnostic potential of near-infrared Raman spectroscopy for colon cancer
Characteristics of motivation and their impacts on the functional outcomes in patients with schizophrenia
A treatment strategy using subcutaneous fondaparinux followed by oral rivaroxaban is effective for treating acute venous thromboembolism
Occupational stress among healthcare workers in Japan
小中学生の精神的ストレスと過体重との関連 : 南佐久地方小児コホート研究より
同一患者より分離されたKPC型β-ラクタマーゼ産生Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii complex, Morganella morganiiの分子疫学解析
親金相互作用を有するCd(II)-Au(I)系配位高分子錯体の発光挙動
耐性菌抑制を考慮した注射用シプロフロキサシンの至適投与法に関する研究
Daytime nap controls toddlers&#039; nighttime sleep
Molecular analysis of the integrons of metallo-β-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa isolates collected by nationwide surveillance p
第13回東邦看護学会学術集会プログラム
Cardio-Ankle Vascular Index is Independently Associated with Future Cardiovascular Events in Outpatients with Metabolic Disorders.
Histological phenotype is correlated with the wall-invasion pattern of gallbladder adenocarcinoma
写実的な人物イラスト制作のための髪の描画手法
手書き風資料作成のためのオートシェイプツール
受身文に生起するby句と動作主の意味に関する歴史的一考察
Nasal methicillin-resistant S.aureus is a major risk for mediastinitis in pediatric cardiac surgery
Pharmacological characterization of microminipig as a model to assess the drug-induced cardiovascular responses for non-clinical toxicity and/
東邦大学習志野メディアセンターにおける分類体系の変更利用者指向のサービスを目指して
チャールズ・レニー・マッキントッシュとジャポニズム その歴史的・文化的背景
化学療法でDisseminated Intravascular Coagulation(DIC)の改善と長期生存が得られた胃癌骨髄癌腫症の1例
Irbesartanは実験的自己免疫性神経炎を抑制する
Declining prevalence of coronary artery disease in incident dialysis patients over the past two decades
Impacts of surgically performed renal denervation on the cardiovascular and electrophysiological variables in the chronic atrioventricular block d
Localization of α7 nicotinic acetylcholine receptor immunoreactivity on GABAergic interneurons in layers I–III of the rat retrosplenial granular
Worldwide lineages of clinical pneumococci in a Japanese teaching hospital identified by DiversiLab system
東京湾河口域における絶滅危惧ベントスの保全生態学的研究 : メタ個体群に基づく地域個体群保全
類似性に基づく構造型Bloomフィルタのコスト削減方式
Nature Publishing GroupにおけるPay Per ViewサービスAODの利用評価:外国雑誌価格高騰への対策
Occurrence and Mechanism of Fluorescence Enhancement of Polycyclic Aromatic Ketones
2016年度東邦看護学会研究奨励金/第16回東邦看護学会学術集会賞
新規ウサギ不整脈モデルを用いた薬物性QT延長症候群の発生機序と予測に関する研究
第149回東邦医学会例会
共結晶の相図に基づく熱力学研究とスクリーニングへの応用
2017年度研究奨励金募集要項
バレエ「魔法の鏡」と1900年代ロシア帝室劇場における変化
外来化学療法中の壮年期にある非小細胞肺がん患者の心理社会的支援を求める諸相
新しい医学教育の潮流2016―第48回日本医学教育学会大会報告1:質的議論へと向かう分野別認証評価
第12号査読者一覧
A new species of the genus Arhynchite (Annelida, Echiura) from sandy flats of Japan, previously referred to as Thalassema owstoni Ikeda, 1904
KETpicによる数学教材改善の試み : ワークショップ形式の討議を通じて
Molecular characterization of extraintestinal Escherichia coli isolates in Japan: relationship between sequence types and mutation patterns of q
Evolution of diversity driven by secondary effects of adaptation
アポトーシス細胞による炎症応答に対する老化の影響
五島瑳智子先生追悼文
第146回東邦医学会例会
Dose Distribution Evaluation of Internal Target Volume in Stereotactic Body Radiotherapy for Lung Cancer
Utility of the SYNTAX score in predicting outcomes after coronary intervention for chronic total occlusion
第13回東邦看護学会学術集会 一般演題プログラム
Bファクトリー実験で使用する新型光検出器の放射線耐性
患者への医学情報の提供 -東邦大学医療センター大森病院「からだのとしょしつ」を事例に雑誌『埼玉教育』の成立経緯とその意義
Relationship between fatigue and EMG activity in triceps surae during isometric plantar flexion
人間中心設計に基づいた、急性期病院における高齢患者の近距離視力アセスメントツールの開発
安定化理論に基づく計算履歴法の一般逆行列計算に対する有効性について
2017 Keystone Symposia Conference J7:Inflammation-Driven Cancer:Mechanisms to Therapyに参加して
第8回東邦Neuro IVRカンファレンス(第2回東邦医学会東邦Neuro IVRカンファレンス分科会)
EGFR遺伝子変異陽性肺癌におけるBIM遺伝子多型の検索の臨床的意義
第69回東邦医学会総会
Increased blood serotonin concentrations are correlated with reduced tension/anxiety in healthy postpartum lactating women
Apparent hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression via reduction of interleukin-6 by glucocorticoid therapy in systemic autoimmune dise
投稿論文チェックリスト
資料と利用者の位置情報を利用した書架ナビゲーションの可能性
第15回東邦看護学会学術集会プログラム
American Society of Clinical Oncology(ASCO)50th Annual Meeting
第11回東邦大学医学部佐倉病院内科学講座例会および第8回東邦医学会佐倉内科分科会
動的核偏極を用いた光励起分子の電子三重項状態の寿命測定と陽子・炭素-13 スピン超偏極状態の生成
第69回東邦医学会総会 シンポジウム:ユース世代に対する包括的なメンタルヘルスケア:東邦大学における取り組み 個別性を重視し集団力動を
Relevance of the serum apolipoprotein ratio to diabetic retinopathy
第145回 東邦医学会例会
電気的リモデリング存在下で強力な心房有効不応期の延長作用を示す薬物の薬理学的特性に関する研究
無床診療所における看護師の安全文化
Molecular characterization of carbapenem-non-susceptible Acinetobacter spp. in Japan; Predominance of multidrug-resistant Acinetobacter ba
JMLA/JPLAコンソーシアムの現状と今後の展望
A preliminary study of the potential role of FGF-23 in coronary calcification in patients with suspected coronary artery disease
Recombinant human soluble thrombomodulin treatment for acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: a retrospective study
自己欺瞞の静的パラドクスとフォーク・サイコロジー
人生の終末期に視点を置いた利用者本位の意思決定の支援―90歳代夫婦の在宅支援の事例―
第12回東邦看護学会学術集会プログラム

入力条件:●アクセスログ期間=20171201-20171231,●書誌作成期間=19970101-20171231,●資料種別=TD,論文公開状態=1
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鹿野, 孝太2016.04.25
2015.10.21
粕谷, ひか2015.04.02
澁川, 賢一2014.03.20
2014.04.14
2016.07.27
2016.01.21
河越, 尚幸2017.04.24
佐々木, 辰2016.03.29
曹, 新
2017.04.24
高遠, 節夫2013.07.22
伊井, 誠和2015.04.13
福武, 勝典2016.04.25
中村, 孝裕2017.04.24
小野, 真史2014.06.30
2016.07.27
ウル クライ2017.04.24
2015.10.21
2014.04.14
小野田, 稔2016.03.29
小倉, 剛久2017.08.18
楠見, ひと 2014.12.19
Yoichi, Nak2017.02.23
塩野, 直之2015.06.16
大岡, 和広2014.05.28
小林, 加寿2017.04.03
髙林, 一浩2016.04.25
戸部, 美起2016.04.25
冠木, 敬之2017.05.09
伊藤, 慎也2014.06.30
宇垣, 多恵2015.03.23
杉田, 香代2016.12.15
蛭間, 慶 2015.04.13
松尾, 和廣2015.08.03
中川, 真智2017.04.24
眞野, 容子2015.07.08
2014.10.03
佐藤, 悠太2017.05.09
鳥羽, 崇仁2016.04.25
田口, 貴大2014.03.24
長谷川, 健2012.07.20
大澤, 舞 2013.07.22
片柳, 智之2015.09.19
横山, 浩史2017.05.09
恒田, 杏子2012.07.27
平野, 恵美2015.06.16
小林, 康次2015.08.14
北薗, 久雄2014.06.30
岩﨑, 昌樹2016.04.25
和田, 剛 2016.12.21
村上, 邦夫2014.06.30
柏谷, 淳 2016.07.26
柚原, 剛 2014.04.25
佐久間, 洋2012.07.20
橋本, 郷史2015.10.26
柳下, 真由2013.04.15
2017.09.13
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精密有機合成を用いた縮合多環芳香族化合物の合成研究
分野を超えた雑誌インパクトの比較が可能なソース規格化指標
第37回東邦大学医療センター大橋病院外科集談会(第5回東邦医学会大橋病院外科分科会)
第12回東邦看護学会学術集会 一般演題プログラム
第7回東邦大学医療センター佐倉病院学術集会(第2回東邦医学会佐倉病院分科会)
超高温パルスによる温室効果ガスの直接分解に関する研究
Cardiohemodynamic and electrophysiological effects of anti-influenza drug oseltamivir in vivo and in vitro
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Level-energy-dependent mean velocities of excited tungsten atoms sputtered bykrypton-ion bombardment
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Distinct patterns of peritumoral histological findings in subtypes of intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas
Pay-Per-Viewの課金警告は過剰利用を抑制する:非仲介型Pay-Per-Viewサービスの比較を通して
Characterization of in-stent neointimal tissue components following drug-eluting stent implantation according to the phase of restenosis using
レシピエントの体調変化にともなう生体腎移植ドナーの腎提供に対する認識～そのドナーへの影響とレシピエントへの影響～
「東邦大学・医中誌診療ガイドライン情報データベース」の評価
第150回東邦医学会例会
第15回東邦看護学会学術集会賞受賞者
Factors associated with the loss of response to infliximab in patients with Crohn 's disease
Approximate sequences and characterization of their limit points on Hadamard spaces
Expression and function of chemerin in the synovial tissues of patients with rheumatoid arthritis
インピーダンス
Intravenous administration of apomorphine does not induce long QT syndrome: Experimental evidence from in vivo canine models
高齢女性の健康関連生活習慣と幼少期における身体活動の関係
心身医学講座:そもそも心身医学とは?
和文目次
第68回 東邦医学会総会
Toho Journal of Medicine Vol.2 No.1掲載論文の紹介
第10回東邦大学医学部佐倉病院内科学講座例会および第7回東邦医学会佐倉内科分科会
Informing health policy in Japan: A mixed-model estimation to compare the cost of illness of cervical cancer and endometrial cancer
Association of variance in anatomical elements of myocardial bridge with coronary atherosclerosis
インステップキックにおける前脛骨筋と下腿三頭筋の運動制御機構に関する研究
Toho Journal of Medicine Vol. 3 No. 2 掲載論文の紹介
Prognostic value of lower-limb perfusion single photon emission computed tomography-computed tomography in patients with lower-limb ather
青空への憧憬 : 昭和初期におけるプロレタリア文学の隆盛と移動する身体への欲望
心臓足首血管指数(CAVI)による動脈血管弾性の機能的調節機構の薬理学的解析
Z^0行列によるP行列判別と線形相補性問題
収束爆轟によって駆動された水中衝撃波を用いた微生物処理技術に関する基礎的研究
第148回東邦医学会例会
Comparison of direct costs for allogeneic bone marrow transplantation from unrelated donors and umbilical cord blood transplantation for childh
チタン製インプラントを用いた甲状軟骨形成術I型についての検討
A single-arm phase II trial of combined chemotherapy with S-1, oral leucovorin, and bevacizumab in heavily pre-treated patients with metastati
Effect of the Bile Acid-Binding Resin Colestimide in Refractory Bile Acid Malabsorption in Patients with Chronic Diarrhea
NY-ESO-1 autoantibody as a tumor-specific biomarker for esophageal cancer: screening in 1969 patients with various cancers
Th2 dominance might induce carcinogenesis in patients with HCV-related liver cirrhosis
Is endoscopic papillary large balloon dilatation without endoscopic sphincterotomy effective?
テラヘル分光法を用いた固形製剤の重要品質特性の非破壊評価に関する研究
システマティック・レビューにおけるデータベース検索
Ibudilast Inhibits Th17 Cell Differentiation from Naïve Human T Cells
Effects of fractionated radiation on murine glioma stem cell metabolism
星間空間における生体関連分子前駆体調査のための分光学的研究
Application of terahertz pulsed imaging for pharmaceutical dosage form analysis
Dose distribution evaluation of the internal target volume in stereotactic body radiotherapy for lung cancer
図書・図書館が消失する?時代 -米国の先行事例から考えるHyperfibrinogenemia is associated with inflammatory mediators and poor prognosis in patients with gastric cancer
第10号 査読者一覧
Phylogeny and taxonomy of echiuran worms (Annelida, Echiura) based on molecular and morphological analyses
Evaluation of antimicrobial prophylaxis against postoperative infection after spine surgery: Limit of the first generation cephem
内側型変形性膝関節症における脛骨関節面の変形と骨代謝の関係
Diagnostic Potential of Near-Infrared Raman Spectroscopy for Colon Cancer
A huge earthquake hardened arterial stiffness monitored with cardio-ankle vascular index
Efficacy of laparoscopic liver resection in colorectal liver metastases and the influence of preoperative chemotherapy
第12回東邦大学医学部佐倉病院内科学講座例会および第9回東邦医学会佐倉内科分科会
Level of Fecal Calprotectin Correlates With Severity of Small Bowel Crohn&#039;s Disease, Measured by Balloon-assisted Enteroscopy and Co
High Postoperative Neutrophil-Lymphocyte Ratio is Associated with Poor Outcomes After Curative Resection for Locally Advanced Gastric Ca
Randomized clinical trial of skin closure by subcuticular suture or skin stapling after elective colorectal cancer surgery
Non-pathogenic pemphigus foliaceus (PF) IgG acts synergistically with a directly pathogenic PF IgG to increase blistering by p38MAPK-depend
β-アドレナリン受容体を介した血管弛緩反応機構に関する研究
Toho Journal of Medicine Vol.2 No.2掲載論文の紹介
Levodopa ameliorated anorectal constipation in de novo Parkinson&#039;s disease: The QL - GAT study
Toho Journal of Medicine Vol. 2 No. 4掲載論文の紹介
紫外線レーザを利用した薬剤へのマーキング技術に関する研究
量子化学計算による環境中のニトロピレン類およびヘテロサイクリック芳香族アミン類の構造-変異原性相関
対流圏有機ヨウ素化合物の分光学的同定
The Involvement of Adenosine Triphosphate-Sensitive Potassium Channels in the Different Effects of Sevoflurane and Propofol on Glucose Me
Resveratrol ameliorates arterial stiffness assessed by cardio-ankle vascular index in patients with type 2 diabetes mellitus
東邦大学教養紀要投稿規定
Adipokines in Subcutaneous Adipose Tissue are Associated with Metabolic Syndrome in Psoriasis Patients
Influence of axial length on ganglion cell complex (GCC) thickness and on GCC thickness to retinal thickness ratios in young adults
Effect of androgen deprivation therapy on arterial stiffness and serum lipid profile changes in patients with prostate cancer: A prospective study
Stigma toward psychosis and its formulation process: Prejudice and discrimination against early stages of schizophrenia
ビスオキサゾリン -パラジウム錯体によるアルキン類のCCC- Coupling反応とその環境調和型反応への展開
DHTネットワーク上のID再割り当てによる検索時間削減方式
Change in serum marker of oxidative stress in the progression of idiopathic pulmonary fibrosis
Delayed bleeding following cold snare polypectomy for small colorectal polyps in patients taking antithrombotic agents
Comparison between quantitative stiffness measurements and ultrasonographic findings of fresh carotid plaques
東京湾谷津干潟におけるアオサ類Ulva spp.堆積が底生動物群集に与える影響に関する研究
Why can dl-Sotalol prolong the QT interval in vivo despite its weak inhibitory effect on hERG K+ channels in vitro? Electrophysiological and pha
査読者一覧
JMLA活動報告 韓国医学図書館協議会第43回秋季シンポジウム参加報告
奥付
Fe(II)-Au(I)系Hofmann型スピンクロスオーバー錯体の結晶構造及び磁気挙動
69th Annual Meeting of the Medical Society of Toho University Professor Special Lecture Progress in Insulin Therapy: The Impact of Basal Insu
Virtual histology intravascular ultrasound analysis of attenuated plaque and ulcerated plaque detected by gray scale intravascular ultrasound an
オン・ザ・スポット すぐ使える!施設見学時の写真撮影のコツ : カメラ機材選定から撮影方法小技まで
Frequency of coronary artery stenosis in patients with asymptomatic familial hypercholesterolemia and its association with carotid intimal thick
まつ毛エクステンションの経験者割合とその健康障害に関する全国調査
Toho Journal of Medicine Vol. 2 No. 3掲載論文の紹介
親和性タグを導入したケージドDNAを用いた遺伝子の機能発現の光制御
Arteriovenous Malformation Presenting with Acute Subdural Hemorrhage: Case Report and Literature Review
Severe or life-threatening asthma exacerbation: Patient heterogeneity identified by cluster analysis
緑膿菌臨床分離株のフルオロキノロン耐性に関する研究
Maternal smoking during pregnancy and rapid weight gain from birth to early infancy.
Structure of anti-tumor drug 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin monohydrate and its solid state hydrolysis mechanism on heating
Changes in Blood Levels of Water-Soluble Vitamins in Patients Receiving Vitamin Supplementation with Peripheral Parenteral Nutrition after Ga
Association of repeated defibrillation with outcomes for out-of-hospital cardiac arrest associated with ventricular fibrillation
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Effect of inhaled N-acetylcysteine monotherapy on lung function and redox balance in idiopathic pulmonary fibrosis
Usefulness of Cardio-ankle Vascular Index (CAVI) in diagnosis and risk evaluation of arteriosclerotic disease.
Pathophysiological implication of CT images of chronic pulmonary aspergillosis
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Toho Journal of MedicineNo. 3 Vol. 1 掲載論文の紹介
Effect of skip lymphovascular invasion on hepatic metastasis in colorectal carcinomas
Follicular thyroglobulin induces cathepsin H expression and activity in thyrocytes
High postoperative neutrophil-lymphocyte ratio is associated with poor prognosis in patients with locally advanced gastric cancer who underwe
Toho Journal of Medicine Vol. 3 No. 3 掲載論文の紹介
HRCT features of surgically resected invasive mucinous adenocarcinoma associated with interstitial pneumonia.
第13号査読者一覧
Comparison of the hemodynamics between patients with alcoholic or HCV-related cirrhosis
XooNIpsを利用した東邦大学学術リポジトリの構築
教育研修の役割と意義を考える 日本薬学図書館協議会委員会の活動をとおして
ネクローシス細胞が誘発する炎症応答におけるDAMPs:S100A9 proteinの役割
Linagliptin improves endothelial function in patients with type 2 diabetes: A randomized study of linagliptin effectiveness on endothelial function
Feasibility and technique for transvaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery liver resection: A porcine model
Olfactory dysfunction in Parkinson's disease: Benefits of quantitative odorant examination
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学位論文 TD94894227
学位論文 TD94911183
TD95466764
東邦医学会
学位論文 TD95528509
学位論文 TD95711577
学位論文 TD96079574
TD96398855
東邦医学会
学位論文 TD96535726
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東邦看護学
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資料種別ダウンロード数
1月
利用状況レポート
東邦医学会雑誌
東邦看護学会誌
学位論文
東邦大学教養紀要
Toho Journal of Medicine
雑誌掲載論文
額田文庫
総計

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

別システムで公開。集計

入力条件:●アクセスログ期間=20171201-20171231,●書誌作成期間=19970101-20171231,●資料種別=TD,論文公開状態=1

10月

11月

12月

コンテンツ数
4
7
251
580
90
105
268
431
45
58
89
95
42
29
0
275
789
1580
※2017年12月4日から公開（12月の統計は12/4-12/31まで

