タイトル

2021年東邦大学学術リポジトリ利用統計

別タイトル

2021ネントウホウダイガクガクジュツリポジトリリヨウトウケイ

作成者（著者）

東邦大学||トウホウ ダイガク

公開者

東邦大学

資料種別

その他

内容記述

2021年1月〜2021年12月

メタデータのＵＲＬ

https://mylibrary.toho-u.ac.jp/webopac/TD28179923

東邦大学学術リポジトリ利用数(lastupdate2021/02/01)
ダウンロード総数
詳細情報表示総数
新規公開コンテンツ数
総公開コンテンツ数

1月
12193
901
3
2546

資料別ダウンロード数
タイトル
1月
total
12193
2014年東邦大学学術リポジトリ利用統計
0
2012年東邦大学学術リポジトリ利用統計
0
2013年東邦大学学術リポジトリ利用統計
0
2017年東邦大学学術リポジトリ利用統計
2
東邦大学学術リポジトリの「利用状況レポート」について
2
吉田正己教授送別の辞
1
高木啓吾先生ご略歴
14
腹膜悪性中皮腫:本邦報告例および自験例の検討
13
第61回日本感染症学会東日本地方会学術集会:東邦大学における感染症教育・診療
0
英文目次
0
第11回東邦看護学会学術集会プログラム
1
学位(博士)授与の記録
3
表紙
0
目次
1
勝呂 徹先生ご略歴
30
1
Advantages of using spin-echo-type radial scanning with parallel imag
山本昌彦先生ご略歴
11
10th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Ass
0
表紙
3
目次
1
表紙
0
水谷一裕教授送別の辞
1
4
第140回東邦医学会例会シンポジウム:本学におけるMRSA感染症の現状 基礎医学
医学教育の質保証-学びの責任
2
2
第66回東邦医学会総会 シンポジウム:なぜ今敷地内禁煙なのか-受動喫煙からCOP
第139回東邦医学会例会教育講演:心筋架橋による心筋梗塞の発生
2
小山信彌教授送別の辞
1
1
10th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Ass
University of Colorado School of Medicine, Children&#039;s Hospital C
0
小児がんの臨床試験から学んだこと
0
第65回東邦医学会総会シンポジウム:皮膚からみた心,精神からみた肌 精神科の意
5
Long-term surgical outcomes of the inverted internal limiting membra
1
佐倉病院内科:専門性と総合力を有する内科医の育成を目指して
5
小山信彌先生ご略歴
24
表紙
0
本を書くという趣味
0
表紙
0
投稿用表紙
0
投稿規定
2
肺線維症研究の歩み
1
投稿規定
1
編集後記
2
1
第140回東邦医学会例会特別講演:頭蓋底外科における三次元合成画像を用いた手
1
第65回東邦医学会総会シンポジウム:皮膚からみた心,精神からみた肌 座長のことば
東邦看護学会誌投稿規定
0
編集室からのお知らせ
1
第65回東邦医学会総会シンポジウム:皮膚からみた心,精神からみた肌 皮膚からみた
11
杉本元信教授送別の辞
9
化学研究室:医学部ならではの化学教室をめざして
13
第66回東邦医学会総会 シンポジウム:なぜ今敷地内禁煙なのか-受動喫煙からCOP
1
抗不整脈薬治療の難しさ
17
泌尿器科学講座(大森):泌尿器科の新たな未来に向けて
5
第142回東邦医学会例会
1
近代外科の始まり
6
目次
0
編集後記
0
編集後記
3
1
第20回東邦大学医学部佐倉病院内科学講座例会および第4回東邦医学会佐倉内科
投稿規定
0
ヒトT細胞におけるインターロイキン-12のGMEB1,PI3K/Aktを介した抗アポトーシス
14
第65回東邦医学会総会シンポジウム:皮膚からみた心,精神からみた肌 座長のことば
11
学位(博士)授与の記録
2
Leukocytoclastic Vasculitis with Infective Endocarditis Mimicking Heno
2
中村幹夫先生ご略歴
0
編集後記
0
第66回東邦医学会総会 シンポジウム:なぜ今敷地内禁煙なのか-受動喫煙からCOP
0
編集後記
0
山本昌彦教授送別の辞
1
学位授与
0
恩師に再会す
4
大腸腺腫扁平上皮化生の免疫組織学的研究
22
Age-related changes in the vaginal microbial environment of women w
0
表紙
0
母校の整形外科とともに
6
人と人との距離
0
有田秀穂教授送別の辞
16
吉田正己先生ご略歴
16
英文目次
0
8
第33回東邦大学医療センター大橋病院外科集談会(第1回東邦医学会大橋病院外科
A comparison of plasma levobupivacaine concentrations following tran
15
狭間の臨床研究が国際的に認知されるまで
0
表紙
0
醫蹊 巻上下
0
目次
0
大江容子教授送別の辞
3
第66回東邦医学会総会特別講演:最新の食道癌診断・治療の進歩:遺伝子治療・重粒
1
英文目次
0
第11回東邦看護学会学術集会 一般演題プログラム
9

Author

公開日

東邦大学||トウホウ ダイガク
2014.04.24
東邦大学||トウホウ ダイガク
2013.01.22
東邦大学||トウホウ ダイガク
2013.02.07
東邦大学||トウホウ ダイガク
2017.01.13
東邦大学メディアセンター
2013.03.22
樋口, 哲也
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
2013.07.22
菊池, 由宣;岸本, 有為;伊藤, 謙;塩沢, 一恵;大塚, 隆文
舘田, 一博
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦看護学会編集委員会
2012.10.29
東邦大学医学会編集委員会
2013.09.05
東邦看護学会編集委員会
2020.09.23
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
服部, 尚史;五味, 達哉;長基, 雅司;長谷川, 誠;村田, 望
2013.09.05
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
浅井, 浩司
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2016.04.28
武者, 芳朗
2013.05.27
嵯峨, 知生
2013.07.22
佐藤, 二美
2013.09.05
石田, 文昭
2013.07.22
石川, 由起雄
2013.07.22
渡邉, 善則
2013.09.05
大塚, 由一郎
2013.05.27
高月, 晋一
2013.05.27
小原, 明
2013.05.27
鷲崎, 久美子
2013.07.22
木下, 太賀
2018.07.03
鈴木, 康夫
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.09.05
東邦大学教員養成課程
2020.09.03
池田, 隆徳
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
東邦看護学会編集委員会
2012.12.05
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
本間, 栄
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
東邦看護学会編集委員会
2012.10.29
周郷, 延雄
2013.07.22
石河, 晃
2013.05.27
東邦看護学会編集委員会
2012.10.29
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
関東, 裕美
2013.07.22
島田, 長人
2013.07.01
加藤, 修司
2013.09.05
水村, 直;落合, 亮一
2013.05.27
杉, 薫
2013.05.27
中島, 耕一
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.09.05
長尾, 二郎
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
川邉, 清一
2013.07.22
水野, 雅文
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
橋本, 由起;江野澤, 佳代;本村, 緩奈;関東, 裕美;石河 2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
高井, 雄二郎
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
吉田, 友英
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
瓜田, 純久
2013.05.27
羽生, 有里;味岡, 洋一;五十嵐, 良典
2013.07.22
福田, 麻実;牧田, 和也;山本, 泰弘;田岡, 英樹;浅川, 恭
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
水谷, 一裕
2013.07.22
杉本, 元信
2013.05.27
鈴木, 郁子
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
安村, 里絵
2017.04.24
長谷, 弘記
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
谷, 信
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
青山, 幸生
2013.07.01
島田, 英昭
2013.07.22
東邦看護学会編集委員会
2012.10.29
東邦看護学会編集委員会
2012.11.09

種別

ID

利用状況レポート
TD00000008
利用状況レポート
TD00000009
利用状況レポート
TD00000010
利用状況レポート
TD00000012
利用状況レポート
TD00000023
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00013325
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00016686
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00027544
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00028001
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00034543
東邦看護学会誌 第9号
TD00040432
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00047050
東邦看護学会誌 第17巻
TD00047685
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00060377
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00062138
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00062485
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00074396
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00082545
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00082871
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00090808
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD00099547
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00105460
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00109174
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00113772
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00114179
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00115142
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00119990
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00123487
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00127262
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00129144
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00131978
学位論文 博士論文 医学研究科TD00133613
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00141740
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00143308
東邦大学教職教育研究 第2号 TD00144849
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00145221
東邦医学会雑誌 第65巻 1号(pTD00149708
東邦看護学会誌 第9号
TD00158581
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00165406
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00170814
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00177376
東邦看護学会誌 第9号
TD00183095
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00188062
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00189564
東邦看護学会誌 第9号
TD00199205
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00200217
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00205632
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00207051
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00214171
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00217132
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00227745
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00234914
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00245108
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00255745
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00256847
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00257344
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00266911
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00289914
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00297638
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00299986
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00305526
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00307159
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00308686
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00308993
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00323371
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00324594
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00325712
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00333533
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00338247
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00345304
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00349033
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00349092
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00360433
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00362018
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00364145
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00373000
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00374591
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00376433
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00386451
学位論文 博士論文 医学研究科TD00398229
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00400062
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00404050
額田文庫
TD00404180
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00404436
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00405328
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00406082
東邦看護学会誌 第9号
TD00412135
東邦看護学会誌 第9号
TD00412609

投稿規定
アトピー性皮膚炎の変遷と未来
次代を担う若手研究者の皆さんへ
訂正
第21回東邦大学医学部佐倉病院内科学講座例会および第5回東邦医学会佐倉内科
Bradycardia-tachycardia syndrome detected by an implantable loop re
医療センター大橋病院神経内科:神経難病のよりよい医療を追求する
第141回東邦医学会例会:特別講演:髄膜炎発症機序の解析
英文目次
投稿規定
整形外科学講座(大橋):ベンチャーを目指せ
目次
European Society of Cardiology(ESC)Congress 2012
成熟未受精卵における自発的アポトーシスの分子メカニズム
Comparison of diagnostic efficacy of Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI and
第140回東邦医学会例会企画特別講演:Harnessing biphasic changes in intra
表紙
Cover
第141回東邦医学会例会
投稿規定
悪性リンパ腫におけるMALT1とBCL10蛋白の核内発現の意義
脳幹梗塞に起因した難治性吃逆に芍薬甘草湯が奏功した2症例
英文目次
英文目次
第9号査読者一覧
ヘムモデル錯体の電子状態に関する研究:東邦大学での35年間の研究生活を振り返
学位授与
編集室からのお知らせ
目次
Protective effect of probucol against oxidative cell damage induced by
学位(博士)授与の記録
ウイルス性皮膚疾患
Good Samaritan Hospital, LA, USA;日本不整脈学会主催Mirowski Fellowsh
目次
編集室からのお知らせ
編集室からのお知らせ
第140回東邦医学会例会シンポジウム:本学におけるMRSA感染症の現状 呼吸器内
表紙
中村幹夫教授送別の辞
勝呂 徹教授送別の辞
投稿規定
Cover
温故知新
目次
第9号表紙
甲田英一先生ご略歴
英文目次
Factors affecting functional medial ligament balancing in patients unde
小児医療センター小児科:小児病院に匹敵する大学内総合小児医療センター
表紙
American Heart Association(AHA)2012
ミネアポリス心臓研究財団留学記II
第66回東邦医学会総会特別講演:双胎間輸血症候群における胎児・新生児の心血管
学位(博士)授与の記録
東邦大学の文化
チーム医療の指標と心得
Kidney Week 2012-American Society of Nephrology(ASN)45th Annual
基礎研究と研究基盤センター
学位(博士)授与の記録
学位(博士)授与の記録
大動脈弓部置換手術中の低体温循環停止に起因する可逆的血小板減少
Advanced Techniques in Minimally Invasive Spine Surgery, Seattle, Au
英文目次
Efficacy and safety of repaglinide added to sitagliptin in Japanese patie
Department of Nephrology and Hypertension, Cleveland Clinic, Ohio:B
大江容子先生ご略歴
大田区における医療処置を行っている療養者の状況と家族主介護者の介護負担感に
表紙
投稿規定
表紙
第140回東邦医学会例会シンポジウム:本学におけるMRSA感染症の現状 消化器外
第65回東邦医学会総会シンポジウム:皮膚からみた心,精神からみた肌 精神からみた
表紙
腎移植術における尿中肝臓型遊離脂肪酸結合蛋白(liver-type fatty acid bindin
第66回東邦医学会総会
Calendar of the year 2012
高安動脈炎,川崎病はどこへ行くのか?
外科学講座(佐倉):General surgeonを目指して
顕微分光技術を利用した造粒メカニズム解明に関する研究
編集後記
学位授与
形成外科学講座:QOL向上を目指して
Cedars-Sinai Medical Center, Cedars-Sinai Heart Institute, Cardiac Ima
Development and evaluation of a novel bone hemostatic agent that do
編集後記
表紙
第140回東邦医学会例会
51st Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemothera
英文目次
The Melbourne Neuropsychiatry Centre, The University of Melbourne:A
目次
小児科学講座(佐倉):佐倉病院小児科学講座の現況
編集後記
甲田英一教授送別の辞
小児看護学実習をとおして学生が学んだ継続看護
第140回東邦医学会例会シンポジウム:本学におけるMRSA感染症の現状 座長のこ
がん治療医の育成に総力の結集を
目次

1
13
0
0
3
1
15
1
0
0
7
0
1
9
1
0
2
0
3
0
21
77
0
0
0
2
3
0
0
0
0
2
12
0
1
0
10
0
2
16
0
0
0
1
0
23
0
1
0
3
0
16
25
4
2
0
1
0
1
1
14
0
0
1
1
16
1
1
0
2
1
3
1
1
10
0
0
1
2
0
0
1
10
2
0
2
2
18
0
7
1
7
0
13
102
0
2
0

東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
向井, 秀樹
2013.07.01
黒田, 優
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
藤野, 紀之;池田, 隆徳;湯澤, ひとみ;佐藤, 秀之;阿部,2013.07.22
藤岡, 俊樹
2013.05.27
宮〓, 修一
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.09.05
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
武者, 芳朗
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
清水, 一寛
2013.05.27
土屋, 勇一
2013.05.27
笠井, ルミ子;長谷部, 光泉;高田, 伸夫;稲岡, 努;蛭田, 2013.07.22
Lurie, Keith G;Metgzer, Anja;Yannopoulos, Dem2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
The Medical Society of Toho University
2019.10.17
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
横尾, 智子
2013.07.22
2013.07.22
原田, 雅史;安藤, 俊平;福島, 大輔;植草, 啓之;北島, 悟
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦看護学会編集委員会
2012.10.29
中村, 幹夫
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦看護学会編集委員会
2012.10.29
番, 典子;齋木, 厚人;遠藤, 渓;村野, 武義;龍野, 一郎;2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
吉田, 正己
2013.07.01
榎本, 善成
2013.09.05
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
佐野, 剛
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
加藤, 尚之
2013.05.27
土谷, 一晃
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.09.05
The Medical Society of Toho University
2020.01.15
高木, 啓吾
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦看護学会編集委員会
2012.10.29
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
金子, 卓男;二木, 康夫;松本, 秀男;池上, 博泰;武者, 芳
2013.07.22
佐地, 勉
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2015.06.03
坪田, 貴也
2013.07.01
根本, 尚彦
2013.05.27
与田, 仁志
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
田上, 惠
2013.05.27
渡邊, 正志
2013.05.27
田中, 健太郎
2013.09.05
宮〓, 修一
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
高山, 渉;小林, 佳郎;落合, 亮一
2013.07.22
和田, 明人
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
西村, 明洋
2017.05.09
大橋, 靖
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
田中, 千賀子;宮近, 郁子;野田, 淳子;稲村, 恵美子
2012.10.29
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
渡邉, 学
2013.07.22
根本, 隆洋
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
河村, 優子;前村, 由美;寺田, 享志;落合, 亮一;河村, 毅
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
高橋, 啓
2013.05.27
加藤, 良二
2013.05.27
加納, 健雄
2014.05.28
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
大西, 清
2013.05.27
中西, 理子
2013.05.27
砂川, 隆英;金子, 卓男;梅田, 智広;伊藤, 圭介;池上, 博
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
吉澤, 定子
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
片桐, 直之
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
舘野, 昭彦
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
長基, 雅司
2013.07.01
鈴木, 明由実;本間, 照子;出野, 慶子;大木, 伸子;天野 2012.10.29
吉澤, 定子;草地, 信也
2013.05.27
岡住, 慎一
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.09.05

東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00423864
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00440807
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00441853
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00444362
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00445049
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00448253
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00448300
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00450035
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00450838
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00456767
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00465808
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00466216
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00466374
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00466833
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00474642
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00475139
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00479356
Toho Journal of Medicine VoTD00480259
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00485875
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00487433
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00490184
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00493288
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00503407
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00512408
東邦看護学会誌 第9号
TD00519278
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00528298
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00532528
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00533931
東邦看護学会誌 第9号
TD00534270
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00537290
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00537440
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00538037
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00540377
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00549237
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00552298
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00559888
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00564560
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00566426
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00571575
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00572262
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00578853
Toho Journal of Medicine VoTD00582322
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00582618
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00585535
東邦看護学会誌 第9号
TD00587475
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00589682
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00589968
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00591131
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00598348
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD00608134
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00612271
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00619513
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00619989
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00623478
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00624403
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00626526
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00630458
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00637103
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00646855
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00656312
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00657327
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00663197
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00664912
学位論文 博士論文 医学研究科TD00665354
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00672094
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00672820
東邦看護学会誌 第9号
TD00681137
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00683799
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00689226
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00690371
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00692126
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00697092
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00697400
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00703866
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00707581
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00708933
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00711357
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00712789
学位論文 博士論文 薬学研究科TD00718623
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00720415
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00726286
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00731763
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00738687
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00751468
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00759193
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00760206
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00764488
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00769013
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00779348
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00779518
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00779927
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00784096
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00789016
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00790476
東邦看護学会誌 第9号
TD00790825
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00793149
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00814015
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00824250

第65回東邦医学会総会特別講演:重症のアトピー性皮膚炎患者に対する積極的な治
疫学雑感
生活習慣病と魚油の科学
大腸狭窄に対する金属ステント留置術
表紙
第139回東邦医学会例会
XIV International Symposium on Drugs Affecting Lipid Metabolism, Ne
慢性心不全に対する長時間作用型ループ利尿薬と短時間作用型ループ利尿薬の12
表紙
編集室からのお知らせ
22nd International Symposium on ALS/MND
Expression and function of chemerin in synovial tissues of patients wit
杉本元信先生ご略歴
目次
Set Theory for Language Learners
編集後記
Philological and historical research on Dong Eui Bo Gam at the Nanjing
Factorial structure for the Brief Job Stress Questionnaire in Japanese h
編集後記
投稿規定
第139回東邦医学会例会特別講演:薬物性QT延長症候群:現状と展望
Dysphagia secondary to dermatomyositis associated with transitional
ATS 2011-The Annual International Conference of the American Thora
高木啓吾教授送別の辞
表紙
投稿規定
目次
Use of the Tokyo Guidelines to evaluate acute cholecystitis in elderly a
投稿原稿チェックリスト
歯を失い義歯を新製した高齢者の気持ちの変化に関する一考察 : 義歯新製前後の気
Comparison of direct costs for allogeneic bone marrow transplantation
第65回東邦医学会総会
表紙
第139回東邦医学会例会特別講演:20年間の感染対策からみた日本の手術の優秀
英文目次
有田秀穂先生ご略歴
英文目次
The University of Texas, MD Anderson Cancer Center “Making Cancer
水谷一裕先生ご略歴
第34回東邦大学医療センター大橋病院外科集談会(第2回東邦医学会大橋病院外科
オール東邦の力を東邦の看護にも
眼科学講座(大橋):小粒でもぴりりと辛い教室をめざして
第142回東邦医学会例会:特別講演:前立腺癌に対するホルモン療法のパラダイム・
編集後記
Calendar of the year 2013
簡便かつ教育効果の高い放射線実習教材について
Cryoprecipitate may reduce the need for blood products during congen
表紙
Cover
表紙
Cover
Cover
表紙
Cover
Cover
表紙
古今醫統大全 巻之48-50
Cover
表紙
表紙
Editorial Board
Irbesartanは実験的自己免疫性神経炎を抑制する
表紙
地域に根差した薬局形態及び薬剤師の職能の再構築
目次
傷寒論辨 陰下
Sugical Repair of Aorta-Right Atrial Tunnel in an Adult
診斷捷徑 4
無線センサネットワークにおける省電力クラスタリング方式の提案と評価
Focal segmental glomerulosclerosis secondary to juxtaglomerular cell
表紙
表紙
外科醫法 巻10
システマティック・レビューにおける文献検索 2014年のPubMed・医中誌Web索引デ
目次
手書きイラストトレースのための手ぶれ補正
目次
表紙
Cover
表紙
古今醫統大全 巻之82-83
Editorial Board
表紙
表紙
Molecular epidemiological analysis of human- and chicken-derived isol
英文目次
第19回医学図書館研究会・継続教育コース報告
目次
金属イオンのイオン液体キレート抽出におけるイオン液体構成イオンの構造と抽出化
表紙
看護を語る
Cover
Hamlet in Hamlet - In the Context of the Soliloquies 表紙
Azithromycin can prolong QT interval and suppress ventricular contrac
Cover
Importance of branched-chain amino acid in patients with liver cirrhos
Informing health policy in Japan: A mixed-model estimation to compa

0
0
6
0
0
3
5
1
0
0
2
0
22
0
0
1
1
1
0
0
11
1
24
0
1
1
0
0
0
24
0
0
1
16
0
0
3
1
22
1
3
22
14
0
0
4
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
4
0
0
2
0
2
0
10
1
0
0
0
15
1
30
1
0
1
0
0
0
1
0
2
1
12
3
7
0
0
2
1
0
1
0
1
0

向井, 秀樹
2013.07.22
西脇, 祐司
2013.05.27
龍野, 一郎
2013.09.05
斉田, 芳久
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2014.11.14
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
遠藤, 渓
2013.05.27
久武, 真二
2013.05.27
FD 委員会 健康科学ジャーナル編集会
2020.05.21
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
狩野, 修
2013.05.27
鏑木, 誠;楠, 夏子;高橋, 寛;土谷, 一晃;川合, 眞一;遠2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
MESSERKLINGER, Josef
2015.06.16
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
吉田, 和裕
2013.07.22
伊藤, 慎也;藤田, 茂;松本, 邦愛;北澤, 健文;瀬戸, 加奈
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.09.05
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
杉山, 篤
2013.07.22
鈴木, 琢;向井, 秀樹;澤田, 喜友;大原関, 利章
2013.07.22
三野, 健
2013.05.27
秦, 美暢
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.09.05
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2014.11.14
浅井, 浩司;渡邉, 学;草地, 信也;松清, 大;齋藤, 智明;2013.09.05
東邦看護学会編集委員会
2012.12.05
生井, 奈那子;西崎, 未和
2012.10.29
羽賀, 洋一;松本, 邦愛;小原, 明;佐地, 勉;長谷川, 友紀
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2017.10.18
草地, 信也
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
齋藤, 紀彦
2013.07.01
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
齋藤, 益子
2012.10.29
富田, 剛司
2013.05.27
鈴木, 啓悦
2013.09.05
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
東邦大学医学会編集委員会
2013.05.27
五郎丸(新海), 美智子;中沢, 克江;清水, 真紀;黒田, 潤2016.03.22
片山, 雄三
2018.07.03
東邦大学医学会編集委員会
2018.03.22
The Medical Society of Toho University
2015.06.03
東邦大学医学会編集委員会
2019.04.25
The Medical Society of Toho University
2018.10.19
The Medical Society of Toho University
2019.08.13
東邦大学医学会編集委員会
2016.01.21
The Medical Society of Toho University
2017.10.18
The Medical Society of Toho University
2018.03.30
東邦看護学会編集委員会
2019.11.08
徐, 春甫
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2016.07.27
東邦大学医学会編集委員会
2014.07.18
東邦大学医学会編集委員会
2015.10.21
The Medical Society of Toho University
2017.10.18
北薗, 久雄
2015.08.27
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
渡辺, 朋子
2018.02.14
東邦大学医学会編集委員会
2015.10.21
中西, 深斎
2013.03.06
片山, 雄三;小澤, 司;伊賀, 淳;久武, 真二;渡邉, 善則 2018.01.23
Hagen, Richard;岡, 玄卿
2013.03.06
豊田, 慎之介
2013.03.25
大橋, 靖;根本, 哲生;永田, 雅人;酒井, 謙
2018.02.26
東邦大学医学会編集委員会
2020.08.26
東邦大学医学会編集委員会
2016.11.25
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
眞喜志, まり
2016.05.23
東邦大学医学会編集委員会
2019.04.25
川瀬, 穂高
2013.02.08
東邦大学医学会編集委員会
2016.01.21
東邦看護学会編集委員会
2018.10.19
The Medical Society of Toho University
2015.08.14
東邦大学医学会編集委員会
2014.04.14
徐, 春甫
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2015.06.03
東邦看護学会編集委員会
2017.09.13
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.19
大石, 貴幸
2017.05.09
東邦大学医学会編集委員会
2019.04.25
平輪, 麻里子
2015.10.26
東邦大学医学会編集委員会
2016.11.25
江口, 綾乃
2020.03.31
東邦大学医学会編集委員会
2020.05.21
横井, 郁子
2017.09.13
The Medical Society of Toho University
2016.11.25
畠田, 豊文
2015.06.16
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
小原, 浩
2015.06.29
The Medical Society of Toho University
2020.09.08
金川, 武徳
2015.11.30
早田, 英二郎
2018.05.07

東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00824887
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00827777
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00830903
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00837559
東邦医学会雑誌 第61巻 5号(pTD00843255
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00859608
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00859738
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00862245
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD00864545
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00870224
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00876151
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00883567
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00884217
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00889634
東邦大学教養紀要 第46号
TD00890923
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00898714
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00900620
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00901085
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00901098
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00911687
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00916868
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00917785
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00922367
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00930922
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00933511
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00933573
東邦医学会雑誌 第61巻 5号(pTD00934169
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00940425
東邦看護学会誌 第9号
TD00951108
東邦看護学会誌 第9号
TD00952858
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00953062
東邦医学会雑誌 第59巻 1号(pTD00956757
東邦医学会雑誌 第64巻 3号(pTD00958630
東邦医学会雑誌 第59巻 4号(pTD00967305
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00968863
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00971054
東邦医学会雑誌 第59巻 2号(pTD00972590
東邦医学会雑誌 第60巻 3号(pTD00973529
東邦医学会雑誌 第59巻 3号(pTD00975769
東邦医学会雑誌 第60巻 2号(pTD00976946
東邦看護学会誌 第9号
TD00977668
東邦医学会雑誌 第59巻 6号(pTD00978155
東邦医学会雑誌 第60巻 4号(pTD00978539
東邦医学会雑誌 第59巻 5号(pTD00986800
東邦医学会雑誌 第60巻 1号(pTD00992541
東邦大学教養紀要 第47号
TD01015950
学位論文 博士論文 医学研究科TD01022262
東邦医学会雑誌 第64巻 4号(pTD01104925
Toho Journal of Medicine VoTD01163932
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD01199440
Toho Journal of Medicine VoTD01199946
Toho Journal of Medicine VoTD01337174
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD01390757
Toho Journal of Medicine VoTD01585613
Toho Journal of Medicine VoTD01755502
東邦看護学会誌 第16巻
TD01784834
額田文庫
TD01853934
Toho Journal of Medicine VoTD01874617
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD01897955
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD02113012
Toho Journal of Medicine VoTD02119004
学位論文 博士論文 医学研究科TD02130525
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD02163643
学位論文 博士論文 薬学研究科TD02254161
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD02282853
額田文庫
TD02319315
雑誌掲載論文
TD02364393
額田文庫
TD02394614
学位論文 修士論文 理学研究科TD02425043
雑誌掲載論文
TD02435784
東邦医学会雑誌 第67巻 2号(pTD02475364
東邦医学会雑誌 第63巻 3号(pTD02505160
額田文庫
TD02567485
雑誌掲載論文
TD02602361
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD02669714
学位論文 修士論文 理学研究科TD02815342
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD02816514
東邦看護学会誌 第15巻
TD02829911
Toho Journal of Medicine VoTD02863402
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD03045196
額田文庫
TD03060677
Toho Journal of Medicine VoTD03123498
東邦看護学会誌 第14巻
TD03138688
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD03192485
学位論文 博士論文 医学研究科TD03205590
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD03224595
雑誌掲載論文
TD03251980
東邦医学会雑誌 第63巻 3号(pTD03331384
学位論文 博士論文 理学研究科TD03390676
東邦医学会雑誌 第67巻 1号(pTD03392945
東邦看護学会誌 第14巻
TD03416813
Toho Journal of Medicine VoTD03454884
東邦大学教養紀要 第46号
TD03461992
東邦看護学会誌 第12号
TD03580722
学位論文 博士論文 医学研究科TD03741735
Toho Journal of Medicine VoTD03796024
学位論文 博士論文 医学研究科TD03831881
学位論文 博士論文 医学研究科TD03882865

ジスチグミン臭化物による膀胱運動増強効果の機序に関する薬理学的研究
Changes over the last decade in carotid atherosclerosis in patients wit
外科醫法 巻4
和文目次
Cover
本草綱目指南 巻之3
A comparison of the surgical invasiveness of conventional discectomy
Distribution and antimicrobial susceptibility profile of extended-spectru
内科簡明 巻之3
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
古今醫統大全 巻之6
目次
表紙
Cover
冷静さを取り戻すための研究
目次
Hyperfibrinogenemia is associated with inflammatory mediators and p
表紙
Hydroperoxide in internal jugular venous blood reflects occurrence of
Editorial Board
Occupational stress among healthcare workers in Japan
目次
順天堂醫事雑誌 巻2
Editorial Board
看護師と介護福祉士の思考の違い
Comparison of the hemodynamics between patients with alcoholic or H
ネクローシス細胞による炎症応答に対する老化の影響
東邦大学における外国雑誌価格高騰への対応
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
What Do You Mean My Questions Are Too Hard?
Cover
理禮氏藥物學 卷之14
目次
Editorial Board
Analysis of genetic mutations related to TGF-β/BMP signaling in childre
傷寒名數解 巻1-5
表紙
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
目次
英文和訳の効果的な使い方
古今醫統大全 巻之8-12
ドコサヘキサエン酸の血管弛緩作用とその機序に関する薬理学的研究
表紙
働く2 型糖尿病患者の社会生活を促進するための自己調整尺度の開発
目次
順天堂醫事雑誌 巻6
外科醫法 巻18
若手医師への提言-英文論文執筆のススメ第33回医学情報サービス研究大会(長崎)の参加者企画をコーディネートして
Contents
表紙
養生篇 下 (百科全書).
醫家必携 巻之3
慢性中耳炎に対する内視鏡下の鼓室形成術I型の検討 - Minimally invasive sur
目次
英文目次
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
A mathematical model of the pathophysiology of reflux esophagitis
東邦大学習志野メディアセンターにおける情報リテラシー教育 : 成果と効果を高める
古今醫統大全 巻之76-79
東邦大学学術リポジトリ利用実態調査
表紙
Cover
Maximum Tongue Pressure as a Measure of Post-Extubation Swallowin
King Lear に見る「道化」と「狂気」
英文目次
表紙
Editorial Board
目次
婦嬰新説 卷下
The in vitro research of bacterial invasion of prosthetic vascular grafts
研究成果を実践に生かす
Cover
Impacts of surgically performed renal denervation on the cardiovascul
土谷一晃先生ご略歴
3DCG技術の太極拳学習への応用
目次
表紙
目次
四逆散の漢方医学理論および基礎科学的解析
表紙
時代を生きる人と、ともに歩む看護職として
マウス心室筋収縮のアドレナリンα受容体刺激応答の機序および発達変化
表紙
表紙
英文目次
アベノミクスと医療におけるグローバリゼーション
Editorial Board
土谷一晃教授送別の辞
長谷弘記先生ご略歴
本草綱目 第15巻
Same or different drug-eluting stent re-implantation for drug-eluting s
英文目次
遺伝子組換えMicromonospora sp .TPMA0041によるハイブリッドマクロライド抗生
自分の医療を見つめ直そう
本草綱目 第4巻中-第4巻下
地域に根差した薬局形態及び薬剤師の職能の再構築
Editorial Board

17
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
1
1
0
3
0
3
1
1
2
1
1
0
0
1
1
21
8
2
6
0
0
1
0
2
0
0
11
0
1
0
11
1
3
1
0
0
12
2
0
2
0
0
1
0
0
1
0
2
0
3
0
0
0
42
1
2
0
0
0
2
2
0
0
22
12
2
0
0
3
1
2
7
0
0
1
0
0
11
11
0
5
0
1
1
0
15
1

小原, 圭将
2018.10.01
浅川, 貴介
2016.04.25
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
東邦大学教養紀要編集委員会
2020.02.27
The Medical Society of Toho University
2019.05.10
向井, 元秀
2013.03.06
高松, 諒
2016.09.26
金山, 明子
2015.07.30
Kunze Karl Ferdinand.;林, 洞海;石川, 良信;石黒, 2013.03.06
細川, 明寛
2013.11.11
徐, 春甫
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2017.10.18
東邦大学医学会編集委員会
2017.02.21
The Medical Society of Toho University
2020.05.21
横井, 郁子
2015.10.21
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
鈴木, 隆
2017.04.24
東邦看護学会編集委員会
2014.10.03
植草, 啓之
2015.07.30
The Medical Society of Toho University
2019.05.10
伊藤, 慎也
2015.07.07
東邦大学医学会編集委員会
2016.04.28
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2020.01.15
横井, 郁子
2018.10.19
籾山, 浩一
2015.07.22
山口, 正昭
2012.07.20
吉田, 杏子
2012.07.27
松島, 康二
2016.06.16
MESSERKLINGER, Josef
2013.07.22
The Medical Society of Toho University
2019.02.08
Riley, John Campbell;小林, 義直
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2015.06.03
The Medical Society of Toho University
2020.09.08
小島, 泰子
2016.04.25
中西, 深斎
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2020.10.24
宇田川, 洋一
2015.09.28
東邦大学医学会編集委員会
2014.07.18
大澤, 舞
2015.06.16
徐, 春甫
2013.03.06
佐藤,恭輔
2014.05.28
東邦大学医学会編集委員会
2014.01.09
長谷川, 直人
2016.05.30
東邦大学医学会編集委員会
2020.05.21
2013.03.06
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
黒岩, 実
2019.04.25
牛澤, 典子
2019.11.27
The Medical Society of Toho University
2017.10.18
東邦大学医学会編集委員会
2013.11.13
錦織, 精之進;清水, 世信
2013.03.06
堀内, 忠亮
2013.03.06
佐々木, 優子
2016.04.25
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
東邦大学医学会編集委員会
2016.04.28
小島, 光洋
2016.09.26
田中, 英樹
2016.04.25
赤塚, 勝;齊藤, 元彦
2015.10.21
徐, 春甫
2013.03.06
長岡, 優
2016.11.10
FD 委員会 研究推進検討会
2020.02.13
The Medical Society of Toho University
2017.06.15
Ryo, Ichibayashi;Mitsuru, Honda;Hideki, Sekiya2017.10.18
畠田, 豊文
2013.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2014.11.14
東邦看護学会編集委員会
2013.11.13
The Medical Society of Toho University
2020.05.21
東邦大学医学会編集委員会
2014.04.14
Hobson, Benjamin;管, 茂材
2013.03.06
佐々木, 雄毅
2015.08.27
横井, 郁子
2014.10.03
The Medical Society of Toho University
2015.10.21
和田, 剛
2017.01.26
東邦大学医学会編集委員会
2019.04.25
中嶋, 智
2014.03.24
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.19
東邦大学医学会編集委員会
2015.08.14
東邦大学医学会編集委員会
2013.11.13
田中, まち子
2014.05.28
東邦看護学会編集委員会
2016.09.23
福島, 富士子
2020.09.23
濵口, 正悟
2014.05.28
東邦大学医学会編集委員会
2020.01.15
東邦大学医学会編集委員会
2017.06.19
東邦大学医学会編集委員会
2014.07.18
岩渕, 聡
2014.07.18
The Medical Society of Toho University
2017.06.15
高橋, 寛
2019.04.25
東邦大学医学会編集委員会
2019.04.25
李, 時珍
2013.03.06
矢部, 敬之
2017.04.24
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
酒井, 彩美
2014.05.28
木下, 俊彦
2016.04.28
李, 時珍
2013.03.06
渡辺, 朋子
2018.10.01
The Medical Society of Toho University
2016.11.25

学位論文 博士論文 薬学研究科TD04060674
学位論文 博士論文 医学研究科TD04072505
額田文庫
TD04086658
東邦大学教養紀要 第51号
TD04156805
Toho Journal of Medicine VoTD04156836
額田文庫
TD04255140
学位論文 博士論文 医学研究科TD04265062
学位論文 博士論文 医学研究科TD04270953
額田文庫
TD04281790
学位論文 博士論文 薬学研究科TD04331367
額田文庫
TD04471109
東邦医学会雑誌 第64巻 3号(pTD04524536
東邦医学会雑誌 第63巻 4号(pTD04577752
Toho Journal of Medicine VoTD04636002
東邦看護学会誌 第12号
TD04649520
東邦医学会雑誌 第65巻 1号(pTD04656351
学位論文 博士論文 医学研究科TD04659316
東邦看護学会誌 第11号
TD04702586
学位論文 博士論文 医学研究科TD04794095
Toho Journal of Medicine VoTD04806976
学位論文 博士論文 医学研究科TD04832722
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD04847860
額田文庫
TD04848999
Toho Journal of Medicine VoTD04902745
東邦看護学会誌 第15巻
TD04907859
学位論文 博士論文 医学研究科TD04949575
学位論文 修士論文 理学研究科TD05214769
雑誌掲載論文
TD05252855
学位論文 博士論文 医学研究科TD05321473
東邦大学教養紀要 第44号
TD05348596
Toho Journal of Medicine VoTD05362400
額田文庫
TD05379590
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD05395228
Toho Journal of Medicine VoTD05467186
学位論文 博士論文 医学研究科TD05492521
額田文庫
TD05503803
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD05540194
学位論文 博士論文 理学研究科TD05623772
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD05663281
東邦大学教養紀要 第46号
TD05675276
額田文庫
TD05681445
学位論文 博士論文 薬学研究科TD05737772
東邦医学会雑誌 第60巻 6号(pTD05738735
学位論文 博士論文 看護学研究TD05769888
東邦医学会雑誌 第67巻 1号(pTD05791288
額田文庫
TD05800826
額田文庫
TD05817503
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD05858578
雑誌掲載論文
TD05967516
Toho Journal of Medicine VoTD06007409
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD06032781
額田文庫
TD06095253
額田文庫
TD06126788
学位論文 博士論文 医学研究科TD06184378
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD06263146
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD06285546
学位論文 博士論文 医学研究科TD06328897
学位論文 博士論文 医学研究科TD06332352
雑誌掲載論文
TD06388320
額田文庫
TD06446075
雑誌掲載論文
TD06520252
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD06557052
Toho Journal of Medicine VoTD06574089
Toho Journal of Medicine VoTD06679178
東邦大学教養紀要 第44号
TD06758395
東邦医学会雑誌 第61巻 5号(pTD06809186
東邦看護学会誌 第10号
TD06857872
Toho Journal of Medicine VoTD06894909
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD06900391
額田文庫
TD06953422
学位論文 博士論文 医学研究科TD07009009
東邦看護学会誌 第11号
TD07079058
Toho Journal of Medicine VoTD07108611
学位論文 博士論文 医学研究科TD07109011
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD07163027
学位論文 修士論文 理学研究科TD07182864
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD07191156
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD07193618
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD07194053
学位論文 博士論文 薬学研究科TD07241227
東邦看護学会誌 第13号
TD07333656
東邦看護学会誌 第17巻
TD07344973
学位論文 博士論文 薬学研究科TD07409171
東邦医学会雑誌 第66巻 4号(pTD07412295
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD07429817
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD07449976
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD07586448
Toho Journal of Medicine VoTD07709096
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD07846274
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD07895630
額田文庫
TD07908153
学位論文 博士論文 医学研究科TD07994964
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD07999634
学位論文 博士論文 薬学研究科TD08047452
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD08096097
額田文庫
TD08123539
学位論文 博士論文 薬学研究科TD08165973
Toho Journal of Medicine VoTD08231164

Editorial Board
本草綱目 第12巻
Clinical outcome of endoscopic resection for nonampullary duodenal tu
英文目次
目次
Relationship between the direction of ophthalmic artery blood flow and
Art Is Communication : A Pragmatic Approach to Understanding Art
文化的コンピテンシーを視座とするラオスの産後プラクティスに関する看護の探索的研
英文目次
英文目次
Cover
本草綱目 第35巻
Contents
外科醫法 外篇巻4
Contents
Editorial Board
Editorial Board
Contents
Contents
英文目次
モラクセラ・カタラーリスのキノロン耐性に関わる分子機構の解明
Baseline thickness of macular ganglion cell complex predicts progressi
英文目次
ネクローシス細胞が誘発する炎症応答におけるS100A9 protein産生細胞の同定
Professor Special Lecture: 153rd Regular Meeting of the Medical Socie
目次
外科通論 巻之1
英文目次
瘍科秘録 巻之1
次世代に継承すべき伝統
本草綱目 第52巻
Profiling of Serum Autoantibodies in Japanese Patients with Hepatocel
表紙
目次
表紙
A Preliminary Study into the Development of an English-placement Te
外科醫法 外篇巻3
佐地 勉先生ご略歴
古今醫統大全 巻之5
Cover
Professor Special Lecture: 154th Regular Meeting of the Medical Socie
石の上にも三年?
目次
Endogenous IL -17 as a factor determining the severity of Clostridium
目次
Factors associated with communication between doctors and patients'
瘍科秘録 巻之8下
目次
古今醫統大全 巻之25-29
大学図書館における取り組み事例
長谷弘記教授送別の辞
虚血性心疾患患者の二次予防を目指した介入プログラムの効果
神経内分泌学の系譜と日本人科学者の貢献:ノーベル賞の秋に思うこと
Contents
Autistic tendencies in women with eating disorders
Assessment of testing methods for drug-induced repolarization delay a
英文目次
Pre-service training program to enhance chemistry teachers' teaching
老化によるマクロファージのアポトーシス細胞貪食能低下の機序の解明
Contents
英文目次
Does vitamin D3 prevent the inhibitory effect of vancomycin on osteob
Indocyanine Green Fluorescence Angiography Aids in Intraoperative M
Editorial Board
Retrospective study of colposcopy for precancerous cervical lesions an
表紙
Characteristic findings of endoscopic retrograde cholangiopancreatogra
高山環境におけるニホンライチョウの生活史戦略と個体群動態
田中正造の教育 - 「教える」と「教えられる」の間に Cover
表紙
目次
Real-Time Assessment of the Effect of Biofeedback Therapy with Migra
表紙
Mineral disorders in pediatric pre-emptive kidney transplantation
151st Regular Meeting of the Medical Society of Toho University Profes
臨床病態に対する分子状水素含有水投与による影響
訂正とお詫び
外科医としての40年
目次
実験的自己免疫性神経炎ラットにおける末梢神経内ヒドロキシラジカルの産生
英文目次
本草綱目指南 巻之5
Editorial Board
教員という仕事
目次
Bi-cruciate stabilized total knee arthroplasty can reduce the risk of kne
Use of culture-independent analysis to reveal alteration of intestinal m
研究者にとっての論文十ヶ条
148th Regular Meeting of the Medical Society of Toho University Profe
「気になる子」を養育している母親のメンタルヘルス : 教師側からの有効な保護者支援
英文目次
ラクスマンと質保証
Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: A clinical analysis of 30
Can Performance on Mother-tongue Cloze Exercises Predict Performan
英文目次
Contents
Outcome model analysis-based results of actual tissue anatomy exerc

0
0
4
1
0
1
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
17
0
1
8
0
5
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
9
0
0
1
0
13
2
7
6
0
2
1
0
1
4
0
0
2
0
1
3
0
1
2
17
1
0
4
2
0
2
0
0
0
0
5
28
0
0
2
0
3
13
1
15
0
28
1
3
9
2
1
0
4

The Medical Society of Toho University
2019.10.17
李, 時珍
2013.03.06
野中, 哲
2016.07.26
東邦大学医学会編集委員会
2015.10.21
東邦大学医学会編集委員会
2015.08.14
石井, 匡
2018.07.03
MESSERKLINGER, Josef
2014.03.20
佐山, 理絵
2016.01.27
東邦大学医学会編集委員会
2014.04.14
東邦大学医学会編集委員会
2013.11.13
The Medical Society of Toho University
2020.10.24
李, 時珍
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2020.01.15
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2020.05.21
The Medical Society of Toho University
2019.08.13
The Medical Society of Toho University
2018.10.19
The Medical Society of Toho University
2017.06.15
The Medical Society of Toho University
2019.10.17
東邦大学医学会編集委員会
2020.05.21
山田, 景士
2018.05.08
安樂, 礼子
2015.07.30
東邦大学医学会編集委員会
2016.01.21
玉城, 豊
2012.07.20
Nakata, Masahiko
2020.01.15
東邦看護学会編集委員会
2014.10.03
佐藤, 進
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.19
本間, 棗軒
2013.03.06
加藤, 良二
2014.04.14
李, 時珍
2013.03.06
Rei, Okada;Hideaki, Shimada;Masatoshi, Tagaw2017.10.18
FD 委員会 研究推進検討会
2018.12.27
FD 委員会 研究推進検討会
2018.12.27
東邦大学医学会編集委員会
2019.10.17
市山, 陽子
2015.06.16
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2016.04.28
徐, 春甫
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2018.09.21
Taira, Takahiro
2020.05.21
住野, 泰清
2013.11.13
東邦看護学会編集委員会
2018.10.19
中川, 知亮
2017.05.09
東邦大学医学会編集委員会
2020.10.24
木村, 琢磨
2014.08.25
本間, 棗軒
2013.03.06
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
徐, 春甫
2013.03.06
眞喜志, まり
2016.11.10
常喜, 信彦
2019.04.25
山田, 緑;佐々木, 由紀;金子, 藍;原, 英彦
2015.10.21
龍野, 一郎
2016.01.21
The Medical Society of Toho University
2016.11.25
2013.11.13
岩崎, 愛;端詰, 勝敬;小田原, 幸;茂木, 祐子;天野, 雄一
中村, 裕二
2015.06.29
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
今井, 泉
2020.09.03
高橋, 澪
2015.06.16
The Medical Society of Toho University
2018.10.19
東邦大学医学会編集委員会
2015.06.03
辻 , 健太郎
2020.09.23
Yuzo, Katayama;Tsukasa, Ozawa;Noritsugu, S 2017.10.18
The Medical Society of Toho University
2015.08.14
高橋, 怜奈
2020.11.23
東邦大学医学会編集委員会
2015.01.06
岩〓, 将
2017.04.24
小林, 篤
2015.06.16
板橋, 文夫
2015.06.16
The Medical Society of Toho University
2017.09.04
東邦大学医学会編集委員会
2019.08.10
東邦大学医学会編集委員会
2017.06.19
小田原, 幸
2015.07.08
東邦大学医学会編集委員会
2017.09.04
長谷川, 慶
2020.09.23
Hiroto, Matsuse;Tohru, Yamagishi;Norio, Koda 2018.10.19
李, 静
2015.04.13
東邦大学医学会編集委員会
2019.08.10
長尾, 二郎
2015.06.03
東邦大学医学会編集委員会
2018.03.22
井上, 雅史;紺野, 晋吾;萩原, 渉;藤岡, 俊樹
2015.06.03
東邦大学医学会編集委員会
2017.10.18
向井, 元秀
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2019.02.08
中野, 弘一
2018.10.19
FD 委員会 健康科学ジャーナル編集会
2020.05.21
羽田, 勝
2020.01.28
菅澤, 康幸
2015.07.08
杉山, 篤
2020.05.21
Yoshifumi, Kotake
2016.11.25
浅海, 敬子;水野, 慶子
2020.09.03
東邦大学教養紀要編集委員会
2019.04.10
澁谷, 和俊
2015.10.21
宇留賀, 公紀
2015.09.19
MESSERKLINGER, Josef
2020.02.27
東邦大学医学会編集委員会
2018.03.22
The Medical Society of Toho University
2019.02.08
高柳, 雅朗;野崎, 真奈美;川島, 友和;星, 秀夫;上條, 中
2018.03.06

Toho Journal of Medicine VoTD08295127
額田文庫
TD08368719
学位論文 博士論文 医学研究科TD08377623
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD08395209
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD08427563
学位論文 博士論文 医学研究科TD08428538
東邦大学教養紀要 第45号
TD08462533
学位論文 博士論文 看護学研究TD08479583
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD08484099
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD08570823
Toho Journal of Medicine VoTD08664287
額田文庫
TD08703357
Toho Journal of Medicine VoTD08727149
額田文庫
TD08805598
Toho Journal of Medicine VoTD08811160
Toho Journal of Medicine VoTD08852977
Toho Journal of Medicine VoTD08863111
Toho Journal of Medicine VoTD08895378
Toho Journal of Medicine VoTD08926316
東邦医学会雑誌 第67巻 1号(pTD09080921
学位論文 博士論文 理学研究科TD09091053
学位論文 博士論文 医学研究科TD09102340
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD09203214
学位論文 修士論文 理学研究科TD09212715
Toho Journal of Medicine VoTD09216547
東邦看護学会誌 第11号
TD09263823
額田文庫
TD09312897
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD09352628
額田文庫
TD09374222
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD09408203
額田文庫
TD09695617
Toho Journal of Medicine VoTD09715569
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD09755903
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD09755904
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD09763656
東邦大学教養紀要 第46号
TD09893070
額田文庫
TD09927680
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD10009431
額田文庫
TD10100534
Toho Journal of Medicine VoTD10112894
Toho Journal of Medicine VoTD10129026
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD10138190
東邦看護学会誌 第15巻
TD10212833
学位論文 博士論文 医学研究科TD10245333
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD10285490
学位論文 博士論文 医学研究科TD10294546
額田文庫
TD10323740
東邦看護学会誌 第12号
TD10358017
額田文庫
TD10384956
雑誌掲載論文
TD10433536
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD10479961
東邦看護学会誌 第12号
TD10681668
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD10766654
Toho Journal of Medicine VoTD10786128
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD10793235
学位論文 博士論文 医学研究科TD10833133
東邦医学会雑誌 第65巻 1号(pTD10845805
東邦大学教職教育研究 第2号 TD10862917
学位論文 博士論文 理学研究科TD10890891
Toho Journal of Medicine VoTD10897471
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD10980776
学位論文 博士論文 医学研究科TD11133052
Toho Journal of Medicine VoTD11187213
Toho Journal of Medicine VoTD11296465
学位論文 博士論文 医学研究科TD11304270
東邦医学会雑誌 第61巻 6号(pTD11443254
学位論文 博士論文 医学研究科TD11455057
学位論文 博士論文 理学研究科TD11555697
東邦大学教養紀要 第46号
TD11567685
Toho Journal of Medicine VoTD11605082
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD11605085
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD11605216
学位論文 博士論文 医学研究科TD11618434
東邦医学会雑誌 第64巻 2号(pTD11688516
学位論文 博士論文 医学研究科TD11712814
Toho Journal of Medicine VoTD11724519
学位論文 修士論文 薬学研究科TD11740191
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD11770594
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD11771702
東邦医学会雑誌 第64巻 4号(pTD11777889
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD11900573
東邦医学会雑誌 第64巻 3号(pTD11966307
額田文庫
TD12028430
Toho Journal of Medicine VoTD12071793
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD12104392
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD12152321
学位論文 博士論文 医学研究科TD12191918
学位論文 博士論文 医学研究科TD12272174
東邦医学会雑誌 第67巻 1号(pTD12286962
Toho Journal of Medicine VoTD12288424
東邦大学教職教育研究 第2号 TD12290118
東邦大学教養紀要 第50号
TD12394997
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD12430980
学位論文 博士論文 医学研究科TD12509293
東邦大学教養紀要 第51号
TD12545478
東邦医学会雑誌 第64巻 4号(pTD12566298
Toho Journal of Medicine VoTD12581584
雑誌掲載論文
TD12611551

2011年地域連携シンポジウム:『医療・健康情報を考えるinたかやま』開催報告
熟練者の持つ実践知を記述して看護の共有財産にしよう
本間 栄先生ご略歴
文献検索
Curcumin inhibits age-related vascular changes in aged mice fed a hig
Is Noninvasive Continuous Cardiac Output Technique Based on Pulse W
Expression of mTOR signaling pathway molecules in triple-negative br
Efficacy of Vitamin K2 for glucocorticoid-induced osteoporosis in patien
新しい医学教育の潮流:第46回日本医学教育学会大会報告
一歳児を育てる母親の育児力尺度の開発
Assessment of postoperative renal dysfunction requiring prolonged ren
Current status of postoperative infections after digestive surgery in Ja
本間 栄教授送別の辞
Submitしてみよう
本草綱目 第5巻-第7巻
Aortic Valve Replacement in a Patient with Multiple Myeloma and Card
Editorial Board
目次
表紙
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
NACSIS-ILL業務の概要と大学図書館でのILL業務の実際 (小特集 第48回研究会
Structure-Mutagenicity Correlation for Nitrated Pyrenes and Heterocyc
目次
「保健師教育の技術項目と卒業時の到達度」の学生自己評価による実習日数別の到
目次
Contents
東邦大学メディアセンターにおけるSummon(TOHO Search)の導入事例
東邦大学健康科学ジャーナルのあゆみ
目次
急性期病院における高齢心不全患者を対象とした早期運動療法プログラムの効果
The significance of rectus femoris for the favorable functional outcome
Differences between the Effects of Sevoflurane and Propofol Anesthes
Editorial Board
目次
英文目次
Erratum to: Cryoprecipitate May Reduce the Need for Blood Products D
Application of terahertz pulsed imaging for pharmaceutical dosage form
佐地 勉教授送別の辞
看護基礎教育におけるトランスレーショナル教育の試み
本草綱目 第48巻-第49巻
『健康科学ジャーナル』創刊にあたって
Editorial Board
Medicine in Japan and Scotland : Dr. N. G. Munro
Contents
松井秀親先生ご略歴
Alpha-tocopherol ameliorates experimental autoimmune neuritis by ex
Efficacy of recombinant human soluble thrombomodulin for the treatm
英文目次
目次
表紙
英文目次
Contents
Fracture risk assessment tool(FRAX) and for the diagnosis of osteopor
Quantitative Mathematical Analysis of Thyroid Ultrasonography Using
表紙
Impact of manipulation of energy substrates on sinus nodal rhythm
黄色ブドウ球菌における脂質リン酸化・脱リン酸化のウンデカプレニルリン酸代謝およ
Cover
Quantitative mathematical analysis of thyroid ultrasonography using f
健康を科学する眼と看護学
70th Annual Meeting of the Medical Society of Toho University Profess
古今醫統大全 巻之71-75
Effectiveness of laparoscopic subtotal cholecystectomy: Perioperative
目次
松井秀親教授送別の辞
Editorial Board
医療的ケアを必要とする児を持つ親への退院支援において看護師が抱える困難感
凍結乾燥製剤に適した新規添加剤の探索と製法の最適化
第143回東邦医学会例会内東邦大学医療センター大森病院CPC:肺転移による呼吸
目次
感覚距離等分法、SF-36、唾液コルチゾール値を用いた産褥早期の母親の疲労感の
看護学生のための問題自己診断尺度(看護学実習用)の開発点 : 学生自身の問題理
醫家必携 巻之1
間質性肺炎センター開設と疾患概念の変遷
Effectiveness of probiotic therapy for the prevention of relapse in patie
目次
Editorial Board
Factors Associated with Health Care Worker Compliance with Procedur
英文目次
胸椎化膿性脊椎炎による両下肢完全運動麻痺後に自立歩行を再獲得した一症例
草地信也先生ご略歴
COVID-19とメンタルヘルス
重廣補註黄帝内經素問 巻之19-20
Contents
Diagnostic and prognostic impact of serum p53 antibody titration in co
目次
Circulating soluble LR11, a differentiation regulator for vascular cells,
外科醫法 巻16
Longitudinal study examining abnormal white matter integrity using a
古今醫統大全 巻之1
72nd Annual Meeting of the Medical Society of Toho University Profess
P2Pシステムにおける検索負荷分散方式に関する研究
Renewal of the Editorial Board of the Toho Journal of Medicine
凍結乾燥シミュレーションプログラムの開発
A Case of Thoracic Disc Herniation Extruded to the Dorsal Epidural Spa
13C-glucose breath tests: A non-invasive method for detecting early c
A mathematical model of the pathophysiology of reflux esophagitis
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

1
0
2
1
3
2
5
1
0
81
0
5
0
0
0
2
0
1
0
17
2
1
0
8
1
0
7
0
1
15
1
1
0
0
1
1
2
2
9
0
0
1
1
0
14
1
4
0
2
0
0
0
1
2
2
0
16
0
1
0
0
0
1
0
6
0
57
49
7
1
10
28
0
1
1
0
0
0
1
73
28
30
0
3
3
4
2
0
0
0
0
6
2
6
0
4
0
2

谷澤, 滋生
2015.10.21
齋藤, 益子
2013.11.13
東邦大学医学会編集委員会
2019.04.25
横井, 郁子
2016.09.23
高野, 研一郎
2019.05.11
Kajitani, Misa;Ochiai, Ryoichi
2019.10.17
伊藤, 慶
2020.11.23
鹿野, 孝太郎
2016.09.26
2015.06.03
廣井, 直樹;吉原, 彩;中田, 亜希子;土井, 範子;岸, 太一
松本, 憲子
2016.01.27
古川, 力三
2020.08.28
新妻, 徹
2020.05.02
伊豫田, 明
2019.04.25
岩崎, 泰雄
2018.10.04
李, 時珍
2013.03.06
Masanori, Hara;Muneyasu, Kawasaki;Keiichi, T 2017.10.18
The Medical Society of Toho University
2018.03.30
東邦看護学会編集委員会
2013.11.13
東邦大学医学会編集委員会
2019.02.08
小野田, 稔久
2016.08.16
若山, 正子
2019.11.27
山上, 三郎
2014.04.25
東邦大学医学会編集委員会
2017.02.21
津野, 陽子;丸山, 美知子;鈴木, 良美;大宮, 朋子;美ノ谷
2014.10.03
東邦大学医学会編集委員会
2019.02.08
The Medical Society of Toho University
2019.05.10
眞喜志, まり;吉田, 杏子;齊藤, 元彦
2014.10.31
長谷川, 真美
2020.05.21
FD 委員会 研究推進検討会
2020.02.13
鷲津, あゆみ;山田, 緑;高井, 怜;百瀬, 修久;大場, 亜希2018.10.19
中山, 隆之
2017.04.24
Sato, Kanako;Kawamura, Gaku;Yamada, Yoshi 2020.05.21
The Medical Society of Toho University
2017.09.04
東邦大学医学会編集委員会
2019.08.10
東邦大学医学会編集委員会
2020.10.24
Yuzo, Katayama
2017.10.18
丹羽, 雅裕
2015.01.27
小原, 明
2016.04.28
浅野, 美知恵
2020.05.21
李, 時珍
2013.03.06
浅野, 美知恵
2018.12.27
The Medical Society of Toho University
2015.10.21
TURNER, Roderick J.
2014.03.20
The Medical Society of Toho University
2015.08.14
東邦大学医学会編集委員会
2016.04.28
木原, 英雄
2020.08.28
早川, 翔
2017.05.09
東邦大学医学会編集委員会
2017.06.19
東邦大学医学会編集委員会
2014.01.09
東邦大学医学会編集委員会
2014.02.24
東邦大学医学会編集委員会
2019.02.08
The Medical Society of Toho University
2020.09.08
岡, 怜奈
2018.12.25
Komatsu, Fumiya;Kijima, Sho;Kawagoe, Naoyu2020.05.21
東邦大学医学会編集委員会
2016.07.27
丸山, 博子
2014.08.02
川上, 直輝
2018.05.08
The Medical Society of Toho University
2017.02.23
小松, 史哉
2020.08.28
浅野, 美知恵
2020.02.13
Ichiro, Tatsuno
2017.06.15
徐, 春甫
2013.03.06
田村, 晃
2015.07.22
東邦大学医学会編集委員会
2014.02.24
並木, 温
2016.04.28
The Medical Society of Toho University
2018.09.21
佐藤, 奈美
2018.10.19
藤井, 香穂梨
2015.10.23
中島, 陽太;石渡, 誉郎;稲葉, 崇;鈴木, 秀明;舘田, 一博
2015.06.03
東邦看護学会編集委員会
2016.09.23
山〓, 圭子;東, 園子;増田, 知実;永嶋, 輝子
2015.10.21
山下, 暢子;舟島, なをみ;中山, 登志子;植田, 満美子 2020.05.21
堀内, 忠亮
2013.03.06
本間, 栄
2018.03.22
吉松, 安嗣
2018.07.03
東邦大学医学会編集委員会
2019.10.17
The Medical Society of Toho University
2017.02.23
Shigeru, Fujita;Kanako, Seto;Takefum,i Kitazaw
2016.11.25
東邦大学医学会編集委員会
2014.01.09
海老原, 覚;大国, 生幸;横山, 雄一郎
2018.03.02
東邦大学医学会編集委員会
2019.04.25
水野, 雅文
2020.10.24
王, 冰;林, 億
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2019.08.13
鈴木, 孝之
2020.11.23
東邦看護学会編集委員会
2020.09.23
石田, 洋昭
2020.09.23
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
齋藤, 淳一
2018.11.12
徐, 春甫
2013.03.06
Ebihara,Satoru
2019.08.13
唐, 叡
2013.04.09
The Medical Society of Toho University
2020.09.08
児玉, 達弘
2015.02.18
横山, 雄一郎;飯田, 泰明;高橋, 寛;和田, 明人;渋谷, 和
2018.02.26
竹本, 育聖
2020.11.23
田中, 英樹
2016.06.16
井村, 幸恵
2014.12.19

雑誌掲載論文
TD12622664
東邦看護学会誌 第10号
TD12695000
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD12759207
東邦看護学会誌 第13号
TD12869319
学位論文 博士論文 医学研究科TD12907916
Toho Journal of Medicine VoTD12923195
学位論文 博士論文 医学研究科TD12925273
学位論文 博士論文 医学研究科TD12954683
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD12963532
学位論文 博士論文 看護学研究TD12993524
学位論文 博士論文 医学研究科TD13001073
学位論文 博士論文 医学研究科TD13163878
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD13208586
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD13249825
額田文庫
TD13252970
Toho Journal of Medicine VoTD13276821
Toho Journal of Medicine VoTD13306280
東邦看護学会誌 第10号
TD13308044
東邦医学会雑誌 第65巻 4号(pTD13365289
学位論文 博士論文 薬学研究科TD13398478
雑誌掲載論文
TD13490096
学位論文 博士論文 理学研究科TD13508958
東邦医学会雑誌 第63巻 4号(pTD13528430
東邦看護学会誌 第11号
TD13532457
東邦医学会雑誌 第65巻 4号(pTD13561498
Toho Journal of Medicine VoTD13591843
雑誌掲載論文
TD13597128
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD13602445
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD13620076
東邦看護学会誌 第15巻
TD13691521
学位論文 博士論文 医学研究科TD13706820
Toho Journal of Medicine VoTD13743062
Toho Journal of Medicine VoTD13781057
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD13781060
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD13814171
Toho Journal of Medicine VoTD13839799
学位論文 博士論文 薬学研究科TD13855931
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD13917071
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD13948476
額田文庫
TD13958235
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD13963075
Toho Journal of Medicine VoTD13966087
東邦大学教養紀要 第45号
TD13984786
Toho Journal of Medicine VoTD13987514
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD14001642
学位論文 博士論文 医学研究科TD14021594
学位論文 博士論文 医学研究科TD14036541
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD14038581
東邦医学会雑誌 第60巻 6号(pTD14038804
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD14048343
東邦医学会雑誌 第65巻 4号(pTD14051330
Toho Journal of Medicine VoTD14057663
学位論文 博士論文 医学研究科TD14110363
Toho Journal of Medicine VoTD14112953
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD14127663
学位論文 博士論文 医学研究科TD14141326
学位論文 博士論文 理学研究科TD14153171
Toho Journal of Medicine VoTD14186470
学位論文 博士論文 医学研究科TD14219411
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD14245639
Toho Journal of Medicine VoTD14253047
額田文庫
TD14303627
学位論文 博士論文 医学研究科TD14303856
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD14328981
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD14358112
Toho Journal of Medicine VoTD14364667
東邦看護学会誌 第15巻
TD14377933
学位論文 博士論文 薬学研究科TD14378858
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD14427769
東邦看護学会誌 第13号
TD14433056
東邦看護学会誌 第12号
TD14471137
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD14538762
額田文庫
TD14587296
東邦医学会雑誌 第64巻 4号(pTD14594409
学位論文 博士論文 医学研究科TD14668642
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD14711964
Toho Journal of Medicine VoTD14806876
Toho Journal of Medicine VoTD14836913
東邦医学会雑誌 第60巻 6号(pTD14851649
雑誌掲載論文
TD14864904
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD14880762
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD14889299
額田文庫
TD14894676
Toho Journal of Medicine VoTD14912857
学位論文 博士論文 医学研究科TD15011066
東邦看護学会誌 第17巻
TD15153680
学位論文 博士論文 医学研究科TD15211305
額田文庫
TD15243432
学位論文 博士論文 医学研究科TD15253063
額田文庫
TD15285846
Toho Journal of Medicine VoTD15286062
学位論文 修士論文 理学研究科TD15407694
Toho Journal of Medicine VoTD15529484
学位論文 博士論文 薬学研究科TD15553977
雑誌掲載論文
TD15567675
学位論文 博士論文 医学研究科TD15571286
学位論文 博士論文 医学研究科TD15578448
学位論文 博士論文 看護学研究TD15591284

草地信也教授送別の辞
Cryoprecipitate May Reduce the Need for Blood Products During Conge
目次
Professor Special Lecture: 72nd Annual Meeting of the Medical Society
小原 明先生ご略歴
Clinical Utility of Prenatal Head-to-Abdominal Circumference Ratio for
目次
Angiotensin(1-7)のヒト単球を介した抗炎症作用と,Th1細胞分化抑制効果
河口域,内陸河川および湖沼における硫酸還元菌の分布と鉄化合物に関する一考察
日々の生活の中で実践できる認知症の予防について
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
産論翼 坤之巻 附録治験二十八條
英文目次
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
外科各論 巻5
Cover
Pd(II) 触媒下のカルボニル化反応を基盤とした複素環化合物の新規合成法の開発
川崎市において患者より分離されたNeisseria gonorrhoeae(淋菌)の抗菌薬感受性
精神疾患合併妊産褥婦と関わるスタッフの成功体験につながる看護ケア
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
Combined assessment of left ventricular end-diastolic pressure and eje
New possible biomarkers for diagnosis of infections and diagnostic dist
外科通論 巻之4
健康科学ジャーナル創刊によせて
Feasibility of automated fetal fractional shortening measurement with
Prognostic Impact of Plasma Fibrinogen Changing in Patients with Res
「情動」を考慮した実践的な急性疾患症候学:机上の診断理論から「はみ出す」眼の前
Investigation of metabolism of exogenous glucose at the early stage a
われわれの論文は美しいか?
テラヘルツ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
Tumor Invasion of Extralobar Soft Tissue Beyond the Hilar Region Doe
英文目次
目次
内科簡明 巻之1
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
Basic fibroblast growth factor induces angiogenic properties of fibrocyt
本草綱目 第45巻-第47巻
Potential roles of DNA methylation in the initiation and establishment
LC-MS/MS によるトリアゾール型固定相を用いた光学活性アミノ酸の一斉分離定量
第145回東邦医学会例会 シンポジウム:全身疾患と眼血流 座長のことば
原病學通論 巻之8
英文目次
簡便かつ医薬品開発に有用な臨床におけるCYP3A4 誘導リスク評価法 : Inductio
大越俊夫先生ご略歴
Impact of Immunological and Biochemical Parameters of Intake of Aga
Evolution of diversity driven by secondary effects of adaptation
原病學通論 巻之2
Tissue-engineered grafts matured in the right ventricular outflow tract
新たな時代を迎えた医師の生涯教育
傷寒論辨正 陽上上
中野弘一先生ご略歴
研究不正から研究者を守る3つの方法
Contents
英文目次
Azithromycin can prolong QT interval and suppress ventricular contrac
大越俊夫教授送別の辞
「オープンサイエンス時代の研究データ管理」受講報告
Cost of illness of ischemic heart disease in Japan: A time trend and fut
内科簡明 巻之12下
重廣補註黄帝内經素問 巻之1-2
Molecular characterization of extraintestinal Escherichia coli isolates in
原病學通論 巻之9
Addicsin 新規結合タンパク質 Tomoregulin-1 の同定
A comparison of plasma levobupivacaine concentrations following tran
Serum p53 antibody as a potential tumor marker in extrahepatic chola
Impact of Cancer on Bleeding and Ischemic Stroke in Atrial Fibrillation
病理各論 卷12
73rd Annual Meeting of the Medical Society of Toho University Profess
Relationships between Solar Ultraviolet Exposure Levels at Different S
山〓純一先生ご略歴
臨床推論のための教育的アプローチ
Psychosocial functioning of persons who develop serious mental illness
Prevalence and clinicoradiological profiles of respiratory dysfunction in
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
内科簡明 巻之7
Guidelines for Submissions to the Toho Journal of Medicine
Licochalcone A inhibits BDNF and TrkB gene expression and hypoxic g
Assessment of a novel transdermal selective β1-blocker, the bisoprolo
Renewal of the Editorial Board of the Toho Journal of Medicine
Assertion(アサーション)の声を活性化したい
Serum Galectin-1 autoantibodies in patients with hepatocellular carcin
本邦の軟部肉腫治療と未来
Effects of a prostagrandin EP4-receptor agonist ONO-AE1-329 on the
152nd Regular Meeting of the Medical Society of Toho University : Pro
Comparison of the invasiveness of conventional discectomy and micro
Fluvoxamine by itself has potential to directly induce long QT syndrom
セッケンからGSC概念を育成する学習プログラムの開発 : 小学校第5学年理科の単
Ashra望遠鏡を用いたチェレンコフ光による宇宙線観測
Comparison of Plasma Levobupivacaine Concentrations Following Sing
A Review of High School English Curriculum, Materials and Methods fro
山〓純一教授送別の辞
Molecular epidemiological analysis of a Pneumocystis pneumonia outb
重廣補註黄帝内經素問 巻之3-4
急性虫垂炎治療の歴史的変遷と現状
健康科学ジャーナルの創刊によせて
Antithrombotic Agents are not Associated with Outcomes of Diverticula
黄帝内經靈樞 巻之17-20
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

7
2
5
2
16
0
0
7
4
40
6
0
0
14
0
0
3
1
9
19
0
0
0
0
6
0
6
1
4
18
1
1
2
0
16
1
0
9
15
3
0
0
10
9
3
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
2
1
1
0
0
2
0
1
0
2
0
0
1
1
5
13
3
3
8
0
1
3
1
0
2
0
0
1
3
1
2
2
3
0
5
2
2
0
0
1
0
0
2

斉田, 芳久
2019.04.25
Yuzo, Katayama
2017.06.15
東邦大学医学会編集委員会
2020.08.26
Hiroi, Naoki
2020.01.15
東邦大学医学会編集委員会
2020.05.21
Takako, Toyama;Kotaro, Hine;Kenichi, Maruya 2017.06.15
東邦大学医学会編集委員会
2017.09.04
花城, 里依;川邉, 清一;池田, 憲
2018.10.04
杉森, 賢司;中村, 真樹;松尾, 基之
2019.04.10
田崎, 美弥子
2020.02.27
菊地, 由美;野崎, 真奈美;高柳, 雅朗;美甘, 直実;佐藤 2014.10.03
賀川, 玄迪
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2016.11.25
嶋田, 一雄
2017.02.18
足立, 寛
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2018.09.21
有山, 智博
2019.04.05
井村, 幸恵;勝瀬(金山), 明子;小林, 寅喆
2018.10.19
田代, 理恵;松林, 彩;松葉, 綾乃;新名, 麻衣;有賀, いず2020.09.23
鈴木, 恵介
2013.02.08
齊藤, 大雅
2018.05.08
遊佐, 貴司
2017.05.09
佐藤, 進
2013.03.06
炭山, 嘉伸
2018.12.27
長〓, 澄人
2020.11.23
Okada, Rei;Otsuka, Yuichiro;Tsuchiya, Masaru;2020.01.15
佐仲, 雅樹;瓜田, 純久;中嶋, 均
2015.10.21
河越, 尚幸
2018.05.07
富田, 剛司
2016.11.25
土肥, 優史
2017.10.13
大塚, 創
2014.06.30
東邦大学医学会編集委員会
2017.02.21
東邦大学医学会編集委員会
2016.07.27
Kunze Karl Ferdinand.;林, 洞海;石川, 良信;石黒, 2013.03.06
高橋, 愛実
2012.07.20
中道, 美保
2018.05.07
李, 時珍
2013.03.06
榊, みずほ
2017.01.19
坂本, 達弥
2019.04.05
堀, 裕一
2015.10.21
Ermerins Christian Jacob;村治, 重厚;熊谷, 直温;安2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2015.08.14
石倉, 詩乃
2020.03.25
東邦大学医学会編集委員会
2014.07.18
Yoko, Oshima;Tatsuki, Nanami;Takashi, Suzuk 2018.10.19
香川, 幸太郎
2018.10.01
Ermerins Christian Jacob;村治, 重厚;熊谷, 直温;安2013.03.06
小澤, 司;藤井, 毅郎;小山, 信彌
2018.01.23
渡邉, 善則
2015.08.14
中西, 深斎
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2019.04.25
中野, 弘一
2017.02.21
The Medical Society of Toho University
2017.09.04
東邦大学医学会編集委員会
2019.08.10
小原, 浩
2015.07.30
山口, 宗太
2014.07.18
亀井, 雄大
2019.11.27
合地, 俊治
2018.11.12
Kunze Karl Ferdinand.;林, 洞海;石川, 良信;石黒, 2013.03.06
王, 冰;林, 億
2013.03.06
青池, 望
2015.07.22
Ermerins Christian Jacob;村治, 重厚;熊谷, 直温;安2013.03.06
荒野, 拓
2014.04.25
安村, 里絵
2018.04.25
岡田, 嶺
2019.06.19
Akitsu, Katsuya;Nakanishi, Rine;Kinoshita, Tos 2019.08.13
三宅, 秀
2013.03.06
Matsuoka, Katsuyoshi
2020.09.08
Eto, Norihito;Asakura, Keiko;Nishiwaki, Yuji
2020.05.21
東邦大学医学会編集委員会
2015.08.14
藤代, 健太郎
2017.06.19
蓮舎, 寛子
2016.04.25
澤田, 雅裕
2018.05.08
2014.10.03
山本, 法子;安岡, 砂織;出野, 慶子;宮城, 真樹;近藤, 陽
Kunze Karl Ferdinand.;林, 洞海;石川, 良信;石黒, 2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2017.10.18
有田, 通恒
2020.12.03
篠原, 正哉
2019.05.10
Iyoda, Akira
2017.09.04
渡邊, 正志
2019.08.10
白鳥, 史明
2017.04.24
土谷, 一晃
2019.02.08
本田, 淳
2018.07.03
Hori, Yuichi
2019.05.10
原, 学
2015.07.08
橋本, 有希子
2015.06.29
石口, 毅;山岸, 正幸;今井, 泉
2020.09.03
小暮, 大輔
2012.07.20
Sugiura, Takahiro;Ochiai, Ryoichi
2019.08.13
MESSERKLINGER, Josef
2017.08.16
池田, 隆徳
2015.08.14
卜部, 尚久
2016.04.25
王, 冰;林, 億
2013.03.06
羽田, 憲生
2020.08.19
山崎, 純一
2018.12.27
Ishii, Takamasa;Sasaki, Yosuke;Maeda, Tadash2019.08.13
史松音
2013.03.06
天野, 雄一
2016.06.23

東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD15596496
Toho Journal of Medicine VoTD15602954
東邦医学会雑誌 第67巻 2号(pTD15603484
Toho Journal of Medicine VoTD15724834
東邦医学会雑誌 第67巻 1号(pTD15747108
Toho Journal of Medicine VoTD15825364
東邦医学会雑誌 第64巻 2号(pTD15863922
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD15919537
東邦大学教養紀要 第50号
TD15939547
東邦大学教養紀要 第51号
TD15960818
東邦看護学会誌 第11号
TD15985428
額田文庫
TD16034555
東邦医学会雑誌 第63巻 3号(pTD16124695
学位論文 博士論文 理学研究科TD16124737
額田文庫
TD16198281
Toho Journal of Medicine VoTD16253040
学位論文 博士論文 薬学研究科TD16287081
東邦看護学会誌 第15巻
TD16322113
東邦看護学会誌 第17巻
TD16356633
学位論文 修士論文 理学研究科TD16383549
学位論文 博士論文 医学研究科TD16388763
学位論文 博士論文 医学研究科TD16424201
額田文庫
TD16434387
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD16493428
学位論文 博士論文 医学研究科TD16495701
Toho Journal of Medicine VoTD16507191
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD16577062
学位論文 博士論文 医学研究科TD16717819
東邦医学会雑誌 第63巻 3号(pTD16721844
学位論文 博士論文 薬学研究科TD16745062
学位論文 博士論文 医学研究科TD16824861
東邦医学会雑誌 第63巻 4号(pTD16899201
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD16908699
額田文庫
TD16945833
学位論文 修士論文 理学研究科TD16949358
学位論文 博士論文 医学研究科TD16962361
額田文庫
TD17086270
学位論文 博士論文 理学研究科TD17120843
学位論文 博士論文 薬学研究科TD17120879
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD17154193
額田文庫
TD17165719
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD17243536
学位論文 博士論文 薬学研究科TD17245869
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD17248094
Toho Journal of Medicine VoTD17259035
学位論文 博士論文 理学研究科TD17314003
額田文庫
TD17343508
雑誌掲載論文
TD17343596
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD17350470
額田文庫
TD17360330
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD17370701
東邦医学会雑誌 第63巻 4号(pTD17383545
Toho Journal of Medicine VoTD17535101
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD17535104
学位論文 博士論文 医学研究科TD17549447
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD17554899
雑誌掲載論文
TD17558347
学位論文 博士論文 医学研究科TD17563697
額田文庫
TD17591710
額田文庫
TD17977944
学位論文 博士論文 医学研究科TD18013566
額田文庫
TD18034639
学位論文 博士論文 理学研究科TD18041068
学位論文 博士論文 医学研究科TD18041628
学位論文 博士論文 医学研究科TD18048248
Toho Journal of Medicine VoTD18050842
額田文庫
TD18066600
Toho Journal of Medicine VoTD18105036
Toho Journal of Medicine VoTD18121593
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD18178158
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD18197035
学位論文 博士論文 医学研究科TD18237128
学位論文 博士論文 医学研究科TD18272702
東邦看護学会誌 第11号
TD18300344
額田文庫
TD18411062
Toho Journal of Medicine VoTD18440869
学位論文 博士論文 医学研究科TD18445385
学位論文 博士論文 医学研究科TD18448741
Toho Journal of Medicine VoTD18485989
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD18485992
学位論文 博士論文 医学研究科TD18488978
東邦医学会雑誌 第65巻 4号(pTD18489166
学位論文 博士論文 医学研究科TD18518391
Toho Journal of Medicine VoTD18538151
学位論文 博士論文 医学研究科TD18572796
学位論文 博士論文 医学研究科TD18576486
東邦大学教職教育研究 第2号 TD18614281
学位論文 修士論文 理学研究科TD18644328
Toho Journal of Medicine VoTD18653917
東邦大学教養紀要 第48号
TD18674127
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD18676462
学位論文 博士論文 医学研究科TD18686731
額田文庫
TD18728232
医学部生執筆論文 2019年度 TD18735316
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD18821158
Toho Journal of Medicine VoTD18831300
額田文庫
TD18917649
学位論文 博士論文 医学研究科TD18940758

プロパルギルアセテートの不斉環化 : カルボニル化を基盤とした(-)-Graminin A の
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
Editorial Board
英文目次
Changes in Streptococcus pneumoniae serotypes in the nasopharynx o
第145回東邦医学会例会 シンポジウム:全身疾患と眼血流 レーザースペックルフロー
The significance of rectus femoris for the favorable functional outcome
149th Regular Meeting of the Medical Society of Toho University: Profe
シンポジウム:感覚器領域における薬物治療の最近の進歩 座長のことば
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
Sharp systolic blood pressure elevation at extubation is a risk factor fo
Editorial Board
表紙
第146回東邦医学会例会 シンポジウム:新たながん分子標的療法の開発に向けて 座
Uterine natural killer cells severely decrease in number at gestation da
公氏醫宗玉海 巻1
第145回東邦医学会例会 シンポジウム:全身疾患と眼血流 新生児眼底血流測定の
瘍科秘録 巻之2-3
Analysis of Genetic Mutations Related to TGF-β/BMP Signaling in Child
一歳児を育てる母親の育児力尺度の開発
住野泰清先生ご略歴
Diagnostic and Prognostic Impacts of Six Autoantibodies against Multi
中野弘一教授送別の辞
卒後臨床教育の課題
Evaluation of morphological dynamic changes in the aortic annulus an
目次
環状芳香族中分子化合物の合成およびその対称性に基づく光学特性に関する研究
心臓核医学検査の変遷:循環器内科医として心臓核医学に携わった40年間
表紙
A murine model of acute lung injury identifies growth factors to promo
内科簡明 巻之6下
新しい医学教育の潮流2017-第49回日本医学教育学会大会報告1-～質保証に向け
高齢化社会における生活習慣病
Probucol suppresses initiation of chronic hemodialysis therapy and ren
図書館の空間分析に基づく館内サインの改善
Clinical differentiation of infectious mononucleosis that is caused by Ep
双胎間輸血症候群に対する胎児治療の現状と成績
73rd Annual Meeting of the Medical Society of Toho University Profess
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
医師のプロフェッショナリズム
慢性心不全看護認定看護師の活動報告
藤代健太郎先生ご略歴
藤代健太郎教授送別の辞
枝松秀雄先生ご略歴
精神看護学実習における病棟の違いと学生が捉える精神障がい者の社会復帰につい
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
Use of an Eyeglass-Type Measuring Device to Assess Exposure of the
Construction of multiple helicene based three-dimensional architecture
田中政信先生ご略歴
上眼瞼脂腺癌に対し腫瘍切除術および眼瞼再建術を施行した1例
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
海外における看護学生への看護倫理教育に関する研究の動向 : 倫理的に行為する
本草綱目 第51巻
Asian dust and pediatric emergency department visits due to bronchia
実験的自己免疫性神経炎ラットにおける末梢神経内ヒドロキシラジカルの産生
Association of arteriosclerosis with early chronic obstructive pulmonary
食欲制御因子レプチン,メラノコルチンの働き
Risk evaluation of atmospheric polycyclic aromatic compounds and de
吉原克則先生ご略歴
Risk evaluation of atmospheric polycyclic aromatic compounds and de
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(hNT
古今醫統大全 巻之14
Assessment of testing methods for drug-induced repolarization delay a
目次
古今醫統大全 巻之65-70
新しい医学教育の潮流2015:第47回日本医学教育学会大会報告1 -卒前卒後教育
産論翼 乾之巻
第68回東邦医学会総会 シンポジウム:脳動脈瘤の治療 座長のことば
The Nitric Oxide-cGMP Pathway Does Not Play an Essential Role in β-A
Guidelines for Submissions to the Toho Journal of Medicine
住野泰清教授送別の辞
Folylpolyglutamate synthase is a major determinant of intracellular me
病理各論 巻9
Survey of Patients Receiving Treatment at a Fertility Treatment Clinic
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 ex
英文目次
古今醫統大全 巻之62-64
診斷捷徑 5-2
經穴彙解 巻之1
JMLA活動報告 分科会B「電子ブック」参加報告
Clinical outcome of endoscopic resection for nonampullary duodenal tu
Use of Urinary Biomarkers for Early Diagnosis of Acute Kidney Injury A
心臓血管外科手術を受けた高齢者の心臓リハビリテーションプログラムの達成度とそ
枝松秀雄教授送別の辞
2015年東邦大学学術リポジトリ利用統計
Analysis of proarrhythmic potential of an atypical antipsychotic drug p
Risk factors for requirement of filtration surgery after vitrectomy in pa
第68回東邦医学会総会 シンポジウム:脳動脈瘤の治療 Paraclinoid Aneurysmに
英文目次
Evaluation of Changes in the Neutrophil-Lymphocyte Ratio after Helico
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
働く2 型糖尿病患者の社会生活を促進するための自己調整尺度の開発
Guidelines for Submissions to the Toho Journal of Medicine
Susceptibilities of epicardial and subcutaneous fat tissue for browningPerioperative Monitoring of Serum p53 Antibody Titers in Japanese Wo
シンポジウム:感覚器領域における薬物治療の最近の進歩 めまい診療における薬物
Dose distribution evaluation of the internal target volume in stereotact

2
53
0
0
0
1
2
1
1
1
1
0
0
1
0
0
5
0
0
3
6
1
0
3
2
0
0
1
0
1
0
5
1
0
22
7
0
1
28
17
28
28
4
8
27
0
0
1
23
12
50
3
0
0
0
0
0
1
20
0
1
0
1
2
0
5
0
52
1
0
1
1
0
2
39
4
1
0
0
0
0
1
1
6
10
4
1
2
1
1
1
14
67
0
1
2
18
4

伊藤, 陽一
2020.03.25
伊藤, 桂子
2016.01.06
The Medical Society of Toho University
2018.09.21
東邦大学医学会編集委員会
2016.07.27
上野, 正浩
2014.06.30
柴, 友明
2015.10.21
中山, 隆之
2016.07.26
Akasaka, Yoshikiyo
2017.09.04
杉山,篤
2019.08.10
伊藤, 桂子
2014.07.11
柘植新太郎
2020.09.23
The Medical Society of Toho University
2016.07.27
東邦大学医学会編集委員会
2014.08.13
赤羽, 悟美
2016.11.25
高島, 明子
2015.07.30
Conradi, Johann Wilhelm Heinrich;私篤古斐斯;兒2013.03.06
松本, 直;水書, 教雄
2015.10.21
本間, 棗軒
2013.03.06
Yasuko, Kojima;Masaki, Shintani;Tomotaka, Na2015.08.14
松本, 憲子
2014.07.11
東邦大学医学会編集委員会
2017.06.19
Okada, Rei;Hoshino, Isamu;Nabeya, Yoshihiro;2019.10.17
並木, 温
2019.04.25
前谷, 容
2014.01.09
酒井, 浩多
2020.11.23
東邦大学医学会編集委員会
2014.08.13
齋藤, 裕喜
2020.03.25
山〓, 純一
2015.08.14
東邦大学教員養成課程
2020.09.03
黒澤, 武介
2019.06.19
Kunze Karl Ferdinand.;林, 洞海;石川, 良信;石黒, 2013.03.06
小林, 正明;原, 文彦;中村, 陽一;中田, 亜希子;岸, 太一
2018.10.04
柴, 輝男
2018.10.04
遠藤, 渓
2013.08.19
黛, 崇仁
2016.06.15
石井, 孝政
2019.07.25
鈴木, 梨央
2020.08.19
Hori, Masaaki
2020.09.08
真坂, 亙
2015.01.15
並木, 温
2016.07.27
根井, あずさ
2015.10.21
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
佐藤, 二美
2018.10.04
東邦大学医学会編集委員会
2016.04.28
渡辺, 尚子;中村, 博文;加藤, 隆子;阿部, 準子
2020.02.13
児玉,閲
2017.01.06
Norihito, Eto;Kyoko, Okada;Akira, Obana;Shige2016.11.25
松島, 智也
2018.05.08
東邦大学医学会編集委員会
2014.07.18
2016.01.21
土橋, 七絵;片山, 雄治;権田, 恭広;杤久保, 哲男;堀, 裕
黒田, 真吾;宮本, むつみ;杉村, 知子;有馬, 由佳;野村 2014.10.03
鈴木, 俊美
2020.05.21
李, 時珍
2013.03.06
中村, 孝裕
2018.04.26
井上, 雅史
2015.07.30
野池, 博文;杉山, 佑公;飯塚, 卓夫;清水, 一寛;高橋, 真
2013.11.13
大木, 恵里佳
2020.08.19
柳下, 真由子
2015.09.28
東邦大学医学会編集委員会
2019.04.25
柳下, 真由子
2015.06.16
増田, 雅行
2015.04.02
徐, 春甫
2013.03.06
中村, 裕二
2015.11.30
東邦大学医学会編集委員会
2020.01.15
徐, 春甫
2013.03.06
吉原, 彩;岡田, 弥生;中田, 亜希子;山口, 崇;岸, 太一;2016.01.21
賀川, 玄迪
2013.03.06
周郷, 延雄
2015.08.14
Shunsuke, Shiina;Rikako, Ui;Tomoka, Endo;Ke 2016.11.25
The Medical Society of Toho University
2016.11.25
五十嵐, 良典
2017.06.19
山本, 竜大
2017.05.09
三宅, 秀
2013.03.06
Yo, Nishida;Shigeki, Minoura;Tomoya, Segawa 2018.10.19
岡野, 航;大木, 静香;堀内, 由美子;門田, 昌子
2015.10.21
小林, 俊介
2017.04.24
東邦大学医学会編集委員会
2019.10.17
徐, 春甫
2013.03.06
Hagen, Richard;岡, 玄卿
2013.03.06
原, 南陽
2013.03.06
村上, 千晶
2019.11.27
野中, 哲
2016.12.21
Takaaki, Kamada;Ryoichi, Ochiai
2017.06.15
平中, 宣吉;山田, 緑;水野, 由美子;金本, 優;小野, 裕子
2016.09.23
和田, 弘太
2016.04.28
東邦大学||トウホウ ダイガク
2015.02.16
千葉, 浩輝
2020.09.23
坂本, 理之
2018.11.12
近藤, 康介;内野, 圭;小此木, 信一;寺園, 明;野手, 康宏
2015.08.14
東邦大学医学会編集委員会
2020.01.15
Ishii, Takamasa;Sasaki, Yosuke;Komatsu, Fum2019.08.13
柏崎, 信子
2013.11.13
長谷川, 直人
2017.04.11
The Medical Society of Toho University
2015.08.14
美甘, 周史
2019.12.26
Kubota, Yorichika;Shimada, Hideaki;Saito, Fum2017.09.04
井田, 裕太郎
2019.08.10
清水, 友理
2016.09.26

学位論文 博士論文 薬学研究科TD18959529
学位論文 博士論文 看護学研究TD18998513
Toho Journal of Medicine VoTD19026306
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD19085720
学位論文 博士論文 医学研究科TD19087634
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD19125305
学位論文 博士論文 医学研究科TD19140524
Toho Journal of Medicine VoTD19141722
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD19141725
学位論文 博士論文 看護学研究TD19194945
学位論文 博士論文 医学研究科TD19214040
Toho Journal of Medicine VoTD19249999
東邦医学会雑誌 第61巻 4号(pTD19268047
東邦医学会雑誌 第63巻 3号(pTD19307688
学位論文 博士論文 医学研究科TD19403312
額田文庫
TD19410606
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD19438008
額田文庫
TD19567755
Toho Journal of Medicine VoTD19583394
学位論文 博士論文 看護学研究TD19629150
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD19666832
Toho Journal of Medicine VoTD19669628
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD19775243
東邦医学会雑誌 第60巻 6号(pTD19822603
学位論文 博士論文 医学研究科TD19849183
東邦医学会雑誌 第61巻 4号(pTD19856489
学位論文 博士論文 薬学研究科TD19869158
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD19957729
東邦大学教職教育研究 第1号 TD19973146
学位論文 博士論文 医学研究科TD20035301
額田文庫
TD20042375
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD20060893
東邦医学会雑誌 第65巻 1号(pTD20071478
学位論文 博士論文 医学研究科TD20082378
雑誌掲載論文
TD20166302
学位論文 博士論文 医学研究科TD20292688
医学部生執筆論文 2019年度 TD20294470
Toho Journal of Medicine VoTD20341996
学位論文 博士論文 薬学研究科TD20342757
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD20365525
東邦看護学会誌 第12号
TD20404254
東邦医学会雑誌 第65巻 1号(pTD20444270
東邦医学会雑誌 第65巻 1号(pTD20483786
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD20492463
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD20509899
雑誌掲載論文
TD20512423
Toho Journal of Medicine VoTD20574502
学位論文 博士論文 理学研究科TD20704827
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD20779553
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD20807660
東邦看護学会誌 第11号
TD20884188
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD20892924
額田文庫
TD20905479
学位論文 博士論文 医学研究科TD20910995
学位論文 博士論文 医学研究科TD20915022
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD20922863
医学部生執筆論文 2019年度 TD20925312
学位論文 博士論文 理学研究科TD20933354
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD20942883
学位論文 博士論文 理学研究科TD20974862
学位論文 博士論文 薬学研究科TD20975047
額田文庫
TD20985439
学位論文 博士論文 医学研究科TD20998162
東邦医学会雑誌 第66巻 4号(pTD21061247
額田文庫
TD21132622
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD21158886
額田文庫
TD21188577
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD21189364
Toho Journal of Medicine VoTD21196283
Toho Journal of Medicine VoTD21196291
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD21216955
学位論文 博士論文 医学研究科TD21281965
額田文庫
TD21297316
Toho Journal of Medicine VoTD21307199
東邦看護学会誌 第12号
TD21309527
学位論文 博士論文 医学研究科TD21328418
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD21350913
額田文庫
TD21407619
額田文庫
TD21409036
額田文庫
TD21412184
雑誌掲載論文
TD21441140
学位論文 博士論文 医学研究科TD21583427
Toho Journal of Medicine VoTD21619331
東邦看護学会誌 第13号
TD21672302
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD21702341
利用状況レポート
TD21702544
学位論文 博士論文 医学研究科TD21722356
学位論文 博士論文 医学研究科TD21739786
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD21766669
東邦医学会雑誌 第66巻 4号(pTD21775591
Toho Journal of Medicine VoTD21931333
東邦看護学会誌 第10号
TD21981533
学位論文 博士論文 看護学研究TD22027230
Toho Journal of Medicine VoTD22171438
学位論文 博士論文 医学研究科TD22184121
Toho Journal of Medicine VoTD22227757
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD22227760
学位論文 博士論文 医学研究科TD22242098

The association of kyphosis assessed in supine and standing positions
第147回東邦医学会例会内東邦大学医療センター大森病院CPC:40年来のvon Re
肝細胞癌の治療における腹腔鏡下肝切除術の役割
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
本草綱目 第3巻下-第4巻上
Cardio-Ankle Vascular Index is Independently Associated with Future C
スポーツ関連の脳振盪(SRC:sport-related concussion)の概説と現場での対応
胎児心エコー検査による出生前診断の有用性について
第68回東邦医学会総会 シンポジウム:脳動脈瘤の治療 解離性椎骨脳動脈瘤に対す
黄帝内經靈樞 巻之5-8
第47回研究会の概要
医師の働き方改革
十四經發揮 巻之上中下
瘍科秘録 巻之4下
Alpha-Tocopherol Ameliorates Experimental Autoimmune Neuritis by E
新しい医学教育の潮流2015:第47回日本医学教育学会大会報告2 -入学者選抜,医
患者図書館訪問(1)東邦大学医療センター大森病院 「からだのとしょしつ」のご案内
Factors associated with communication between doctors and patients'
Cost of illness of non-alcoholic liver cirrhosis in Japan: A time trend an
杤久保哲男先生ご略歴
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
萬病回春 巻之3
Contents
田中政信教授送別の辞
Laparoscopic Suture Rectopexy for Treatment of Refractory Full-Thickn
シンポジウム:感覚器領域における薬物治療の最近の進歩 ドラッグデリバリーシステ
第151回東邦医学会例会
外科各論 巻3
目次
英文目次
四逆散の漢方医学理論および基礎科学的解析
Analysis of synergy between beta-lactams and anti-methicillin-resistan
一本堂藥選 續編
理禮氏藥物學 卷之6
Stigma toward psychosis and its formulation process: Prejudice and d
Susceptibilities of epicardial and subcutaneous fat tissue for browningA comparison of the surgical invasiveness of conventional discectomy
Molecular hydrogen alleviates cellular senescence in endothelial cells
成育日記が母親にもたらす影響
Spontaneous Rupture of an Intracranial Epidermoid Cyst
Saigo&#039;s Statue
Nasal methicillin-resistant S.aureus is a major risk for mediastinitis in
転倒につながるハイリスク行動と高齢者総合的機能評価の関連性
第146回東邦医学会例会 シンポジウム:新たながん分子標的療法の開発に向けて 進
虚血性心疾患患者を対象とした退院指導パンフレット導入前後の看護師の認識および
Clinical value of routine use of thin-section 3D MRI using 3D FSE sequ
学位(博士)授与の記録
論理的思考力を伸ばす英語の授業の実践報告
英文目次
Histological phenotype is correlated with the wall-invasion pattern of g
Long-term assessment of anorectal function after extensive resection
第73回東邦医学会総会 招聘講演 自己免疫疾患の発症を抑制する胸腺上皮細胞の
152nd Regular Meeting of the Medical Society of Toho University Profe
A Comparison of Fitness Performance among Youth Soccer Players Usi
A Taxonomic Revision on the Family Rhynchocinetidae of the World (C
英文目次
Obesity is associated with the development of interstitial pneumonia u
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
タイムスタディによる看護業務量調査
Contents
Comprehensive biomarkers for personalized treatment in pulmonary la
第71回東邦医学会総会 企画特別講演 分子イメージングが拓く免疫チェックポイント
Clinical evaluation of hemorrhagic gastroduodenal ulcer in the elderly:
Editorial Board
外科醫法 外篇巻1
金子弘真先生ご略歴
Earlier diagnosis of acute kidney injury by urinary biomarkers after de
胃癌発症と食生活との関連について
病理各論 巻4
吉原克則臨床教授送別の辞
Effect of antibiotics for infectious diarrhea on the duration of hospitaliz
Fracture risk assessment tool(FRAX) and for the diagnosis of osteopor
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研究の種
Development and evaluation of a novel bone hemostatic agent that do
地域での暮らしを支援する看護師養成プログラムにおけるリアルな家での体験から導
乾癬治療における生物学的製剤の発がん性について
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
Contents
過去を清算した瞬間～明治維新150年に思う～
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
外科醫法 外篇巻6
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
向井秀樹先生ご略歴
保健師教育課程の選択制導入前後における「保健師教育の技術項目と卒業時の到達
小原 明教授送別の辞
進行期慢性腎臓病におけるアテローム動脈硬化性心疾患
Contribution of Adequate Preoperative Circulatory Management to Une
Importance of branched-chain amino acid in patients with liver cirrhos
Retracted : Comparison of First- and Second-Generation Drug-Eluting
第153回東邦医学会例会 当番教室企画 臨床医として知っておきたい胆汁酸の役割
杤久保哲男教授送別の辞
四民須知觧剖生理淺説 巻之4
Social anxiety and risk factors in patients with schizophrenia: Relation
医学部においてヒト型ロボットを活用したProject-based learning(PBL)の一実践例
Nasal function and CPAP compliance
肺静脈心筋自動能に関する薬理学的研究:心房細動治療への応用を目指して
金子弘真教授送別の辞

2
17
0
2
0
5
0
0
2
0
0
4
0
0
0
4
1
0
0
15
23
0
0
13
0
21
16
0
0
1
39
6
0
0
1
8
1
10
47
0
0
0
45
0
65
0
0
11
0
1
3
3
1
0
1
1
18
34
87
1
0
8
0
4
0
9
0
0
0
8
1
15
186
2
0
4
0
0
0
6
51
0
6
3
18
2
3
1
1
1
4
8
0
2
2
1
2
1

横山, 雄一郎
2019.05.11
古河, まりえ;二本柳, 康博;名取, 一彦;栃木, 直文;藤代2017.02.21
山下, 愛矢
2020.08.19
吉原, 彩;廣井, 直樹;佐藤, 二美;並木, 温
2016.07.27
李, 時珍
2013.03.06
佐藤, 悠太
2018.05.09
笹森, わかな
2020.08.19
山〓, 祐貴
2020.08.19
宮崎, 親男
2015.08.14
史松音
2013.03.06
若山, 正子
2017.04.10
宍戸, 清一郎
2020.01.15
滑壽
2013.03.06
本間, 棗軒
2013.03.06
Kihara, Hideo;Konno, Shingo;Fujioka, Toshiki 2019.10.17
吉原, 彩;中田, 亜希子;岡田, 弥生;山口, 崇;岸, 太一;2016.01.21
岡田, 光世
2019.11.27
木村, 琢磨
2013.07.25
北澤, 健文
2018.07.19
東邦大学医学会編集委員会
2014.04.14
松尾, 和廣
2016.02.12
&#40852;廷賢
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2018.09.21
森田, 峰人
2014.07.18
Funahashi, Kimihiko;Kurihara, Akiharu;Ushigom2017.09.04
安東, 賢太郎
2019.08.10
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
足立, 寛
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2015.01.06
東邦大学医学会編集委員会
2020.08.26
田中, まち子
2015.01.15
小野, 大輔
2019.06.19
香川, 修庵
2013.03.06
Riley, John Campbell;小林, 義直
2013.03.06
馬場, 遥子
2018.05.07
美甘, 周史
2019.06.19
高松, 諒
2016.04.25
原, 文彦
2018.08.09
中澤, 絵里菜;野田, 玲穂;加茂, あゆみ
2018.10.19
Sakaeyama, Yuki;Masuda, Hiroyuki;Kondo, Kos2019.08.13
HAUK, Alan
2015.06.16
片柳, 智之
2015.09.19
前勝, 成子;門田, 牧子;黒木, 佳穂里;早野, 明子;橋本 2016.09.23
永井, 英成
2016.11.25
佐藤, 健;山田, 緑;佐藤, 尚美;今井, 宏美;田中, 沙希;2018.10.19
工藤, 秀康
2015.08.27
東邦大学医学会編集委員会
2016.01.21
大澤, 舞
2014.03.20
東邦大学医学会編集委員会
2014.02.24
鳥羽, 崇仁
2016.06.16
塩川, 洋之
2019.06.19
秋山, 泰身
2020.08.26
Takayuki, Kitamura
2019.02.08
湯田, 秀行;澁川, 賢一;中沢, 克江;SUGIYAMA, Tets2014.03.20
奥野, 淳兒
2014.03.14
東邦大学医学会編集委員会
2017.09.04
小池, 秀樹
2017.04.24
粕谷, ひかる
2012.07.20
大場, 薫;佐々木, 由紀;長能, みゆき;工藤, 智佳子;大城
2016.09.23
The Medical Society of Toho University
2018.09.21
牧野, 崇
2018.12.25
横須賀, 忠;若松, 英;秦, 喜久美;矢那瀬, 紀子;竹原, 朋
2018.10.19
土門, 薫
2015.08.27
The Medical Society of Toho University
2020.10.24
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2017.06.19
鎌田, 高彰
2017.05.09
國松, 三千留
2020.08.19
三宅, 秀
2013.03.06
本多, 満
2019.04.25
佐々木, 陽典
2018.12.25
岡, 怜奈
2018.05.08
門馬, 共代;小林, 直子;富井, 秋子;小原, 雅子;鈴木, 広
2014.10.03
横井, 郁子
2019.11.08
砂川, 隆英
2013.08.29
藤野, 秀美;横井, 郁子;御任, 充和子;小野, 真由子
2020.09.23
竹谷, 健
2020.08.19
間瀬, 由記
2016.05.30
The Medical Society of Toho University
2017.02.23
長尾, 建樹
2019.10.17
高橋, 瑞穂
2016.06.08
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
川崎, タミ;横井, 郁子;森, 秀美;安武, 綾;寺島, 涼子;菊2013.11.13
東邦大学医学会編集委員会
2016.04.28
大宮, 朋子;丸山, 美知子;鈴木, 良美;中島, 梨枝子;津 2016.09.23
松裏, 裕行
2020.05.21
長谷, 弘記
2019.04.25
Kimura, Haruka;Sugano, Takayuki;Uzawa, Mas2019.08.13
金川, 武徳
2015.11.30
Fujii, Takahiro;Watanabe, Ippei;Nakanishi, Rin 2019.10.17
田妻, 進
2019.10.17
権田, 恭広
2014.04.14
Martindale Joseph C.;小林, 義直
2013.03.06
相川, さやか
2019.05.11
中田, 亜希子;小林, 正明;岡田, 弥生;並木, 温;廣井, 直
2019.02.08
井上, 彰子
2019.12.10
入江, 雅彦
2018.03.30
船橋, 公彦
2017.06.19

学位論文 博士論文 医学研究科TD22251970
東邦医学会雑誌 第63巻 4号(pTD22320215
医学部生執筆論文 2019年度 TD22390749
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD22443746
額田文庫
TD22461527
学位論文 博士論文 医学研究科TD22702191
医学部生執筆論文 2019年度 TD22733977
医学部生執筆論文 2019年度 TD22747105
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD22772001
額田文庫
TD22803250
雑誌掲載論文
TD22815859
東邦医学会雑誌 第66巻 4号(pTD22846076
額田文庫
TD22988505
額田文庫
TD22999189
Toho Journal of Medicine VoTD23041069
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD23048877
雑誌掲載論文
TD23080635
学位論文 博士論文 医学研究科TD23197451
学位論文 博士論文 医学研究科TD23211775
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD23239556
学位論文 博士論文 薬学研究科TD23356556
額田文庫
TD23428259
Toho Journal of Medicine VoTD23519021
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD23537293
Toho Journal of Medicine VoTD23578473
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD23578476
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD23595151
額田文庫
TD23637769
東邦医学会雑誌 第61巻 6号(pTD23661434
東邦医学会雑誌 第67巻 2号(pTD23662056
学位論文 博士論文 薬学研究科TD23681115
学位論文 博士論文 医学研究科TD23681724
額田文庫
TD23726903
額田文庫
TD23932161
学位論文 博士論文 医学研究科TD23977484
学位論文 博士論文 医学研究科TD24001230
学位論文 博士論文 医学研究科TD24052395
学位論文 博士論文 医学研究科TD24077494
東邦看護学会誌 第15巻
TD24112037
Toho Journal of Medicine VoTD24173459
東邦大学教養紀要 第46号
TD24198352
学位論文 博士論文 医学研究科TD24383666
東邦看護学会誌 第13号
TD24472758
東邦医学会雑誌 第63巻 3号(pTD24474433
東邦看護学会誌 第15巻
TD24484710
学位論文 博士論文 医学研究科TD24578206
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD24579947
東邦大学教養紀要 第45号
TD24692596
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD24719445
学位論文 博士論文 医学研究科TD24733526
学位論文 博士論文 医学研究科TD24749986
東邦医学会雑誌 第67巻 2号(pTD24937601
Toho Journal of Medicine VoTD24970053
東邦大学教養紀要 第45号
TD24987424
学位論文 博士論文 理学研究科TD24990182
東邦医学会雑誌 第64巻 2号(pTD25009272
学位論文 博士論文 医学研究科TD25214477
学位論文 修士論文 薬学研究科TD25278026
東邦看護学会誌 第13号
TD25279191
Toho Journal of Medicine VoTD25344978
学位論文 博士論文 医学研究科TD25535803
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD25561829
学位論文 博士論文 医学研究科TD25605586
Toho Journal of Medicine VoTD25610235
額田文庫
TD25627095
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD25636281
学位論文 博士論文 医学研究科TD25662166
医学部生執筆論文 2019年度 TD25711694
額田文庫
TD25777365
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD25784109
学位論文 博士論文 医学研究科TD25806659
学位論文 博士論文 医学研究科TD25999041
東邦看護学会誌 第11号
TD26018634
東邦看護学会誌 第16巻
TD26050172
学位論文 博士論文 医学研究科TD26105257
東邦看護学会誌 第17巻
TD26281942
医学部生執筆論文 2019年度 TD26325400
学位論文 博士論文 看護学研究TD26346123
Toho Journal of Medicine VoTD26402575
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD26420673
学位論文 博士論文 薬学研究科TD26465618
額田文庫
TD26483564
東邦看護学会誌 第10号
TD26507041
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD26524156
東邦看護学会誌 第13号
TD26526456
東邦医学会雑誌 第67巻 1号(pTD26537711
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD26561328
Toho Journal of Medicine VoTD26581914
学位論文 博士論文 医学研究科TD26587026
Toho Journal of Medicine VoTD26596774
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD26613860
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD26634673
額田文庫
TD26657657
学位論文 博士論文 医学研究科TD26663272
東邦医学会雑誌 第65巻 4号(pTD26705826
学位論文 博士論文 医学研究科TD26734686
学位論文 博士論文 薬学研究科TD26762257
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD26779825

心臓突然死の疫学とその予防について
都市部の超高齢社会に挑む看護師養成事業-生活機能アセスメントプログラムにおけ
第148回東邦医学会例会内東邦大学医療センター大森病院CPC:多発血管炎性肉芽
Prediction of Fluid Responsiveness by Means of Stroke Volume Variatio
Traditional Medicine: Research, Education, and Medical Practice
Molecular and morphological discrimination between an invasive ascid
High and/or Non-Decreased Systemic Inflammatory Index During Trea
都市部の超高齢社会に挑む看護師養成事業-包括ケア実感プログラムにおける学び
古今醫統大全 巻之81
瘍科秘録 巻之6下
18トリソミーへの積極的治療介入が在宅移行,生命予後に及ぼす影響
本草綱目 第41巻-第42巻
Utility of MostGraph and Fractional Exhaled Nitric Oxide Measurement
71st Annual Meeting of the Medical Society of Toho University Professo
都市部の超高齢社会に挑む看護師養成事業-療養環境デザインプログラムにおける看
米国学会にみる昨今の研究事情
Perioperative monitoring of serum p53 antibody titers in Japanese wom
鈴木康夫先生ご略歴
Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: A clinical analysis of 30
Association between low dietary protein intake and geriatric nutrition
本草綱目 第8巻
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
Loop-mediated isothermal amplification assay for 16S rRNA methylase
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
稀少疾患研究の光と影-医師主導治験から薬事承認にいたるいばらの道
p27KIP1 loss promotes proliferation and phagocytosis but prevents ep
2018年東邦大学学術リポジトリ利用統計
スポーツ健康科学教室との連携による教員養成課程履修学生のリーダーシップ能力養
Assessing Graphophonemic Awareness in an English Classroom in Japa
YGPIを用いた教職課程履修学生の性格類型分析
鉄 (III) ポルフィリン錯体からの1電子酸化体の 電子構造における最新の研究
和文目次
投稿規定
奥付
英文目次
Risk factors of infant anemia in the perinatal period
抗HIV薬多剤併用療法の適正使用に関する臨床薬学的研究
Serum uric acid is an independent predictor of new-onset diabetes aft
A consideratoin on current treatment for dementia
東邦大学医学メディアセンター年次報告2015年度
東邦大学医学メディアセンター年次報告2016年度
東邦大学医学メディアセンター年次報告2017年度
2019年東邦大学学術リポジトリ利用統計
抗HIV薬多剤併用療法の適正使用に関する臨床薬学的研究
Cost of illness of hepatocellular carcinoma in Japan : a time trend and
肺静脈心筋自動能に関する薬理学的研究:心房細動治療への応用を目指して
Streptozotocin誘発性糖尿病マウス心筋の興奮収縮機構およびアドレナリン受容体
ステロイド新規創製化合物YKll の選択的アンドロゲン受容体調 節薬としての作用の
Androidアプリケーションのコンポーネント間通信による脅威分析の効率化と高度化
マルチパーティ計算を利用した秘匿情報統合分析に対するゲーム理論の適用
黄色ブドウ球菌における脂質リン酸化・脱リン酸化のウンデカプレニルリン酸代謝およ
外来生物サキグロタマツメタに対する巨大地震の影響
心血管有害事象に対する炭酸リチウムの安全行の分析 : ハロセン麻酔犬モデルでの
ネットワークコンピューティングにおける負荷分散方式の提案と評価
銀河団中の非熱的電子による スニヤエフ・ゼルドビッチ効果
Methicillin-resistant Staphylococcus aureusのdaptomycin に対する感受性
Methicillin-resistant Staphylococcus aureusのdaptomycin に対する感受性
全反射蛍光X線分析法を用いた汚染水中極微量ウランの迅速分析
全反射蛍光X線分析法を用いた汚染水中極微量ウランの迅速分析
個人の意見変化に着目した熟議デザインの評価
Impact of cancer on bleeding and ischemic stroke in atrial fibrillation p
Metabolic tumor volume and total lesion glycolysis in PET/CT are relat
Effect of sequential chemoradiotherapy in patients with limited-disease
Association among blink rate, changes in ocular surface temperature,
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
Pd(II) 触媒下のカルボニル化反応を基盤とした複素環化合物の新規合成法の開発
LC-MS/MS によるトリアゾール型固定相を用いた光学活性アミノ酸の一斉分離定量
医療用漢方製剤の抗酸化活性に関する研究
Na+/モノカルボン酸共輸送担体(SLC5A8, SMCT1)の新たな基質認識機構および
パラジウム触媒による(o-アルキニルフェニル)(メトキシメチル)スルフィドの不斉環化
芳香族炭化水素受容体(AhR)の乳がんにおける機能の解析
東邦大学医学メディアセンター年次報告2018年度
Antimicrobial susceptibility and molecular characterization using whole
必要とされ続けるために:私はこうしている
Summonが繰り出す文献検索とは 東邦大学における活用事例
研究集会当番館を担当して
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン実施に向けた多剤耐性菌感染症治療薬の適正
オリジナルダンボールの製作がワーキンググループ活動の原点である
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン実施に向けた多剤耐性菌感染症治療薬の適正
マラウイ農村部の母親を対象とした看護師による母乳離乳統合教育プログラムの効果
食物アレルギーをもつ子どもとそのきょうだいを育てる母親の子育て力向上を目指した
2020年東邦大学学術リポジトリ利用統計
A murine model of acute lung injury identifies growth factors to promo
特発性間質性肺炎-概念の変遷と最新治療戦略Isoquinoline 類縁体の骨格構築及び骨格修飾法の開発
簡便かつ医薬品開発に有用な臨床におけるCYP3A4 誘導リスク評価法 : Inductio
プロパルギルアセテートの不斉環化 : カルボニル化を基盤とした(-)-Graminin A の
環状芳香族中分子化合物の合成およびその対称性に基づく光学特性に関する研究
アンジオテンシン II の導管動脈血管弾性に対する修飾機構に関する研究
分子間相互作用と立体構造に着目した共結晶化を促進する低分子の合理的デザイン
Approximation of a fixed point in a complete geodesic space and its co
Approximation of a fixed point in a complete geodesic space and its co
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と図書館サービス:資料の消毒を中心に新し
Isoquinoline 類縁体の骨格構築及び骨格修飾法の開発
Angiotensin II がモルモット肺静脈心筋自動能に与える影響
東邦大学医学メディアセンター年次報告2019年度
緑膿菌感染症におけるQuorum-sensing 機構の制御に関する基礎的研究

1
3
15
2
0
1
2
3
0
0
13
0
1
1
3
0
2
11
7
5
0
13
14
2
7
21
7
2
1
0
9
8
0
0
0
2
1
4
3
0
1
2
2
20
6
0
19
13
37
13
21
26
4
53
14
6
0
14
5
29
2
0
1
1
2
31
11
24
42
19
7
48
6
1
4
8
1
5
3
14
1
7
26
1
15
2
15
4
15
3
11
2
3
15
7
8
11
6

相川, 優大
2020.08.19
藤野, 秀美;四本, 竜一;江島, 一孝;宮本, 毅治;上原, 亜
2018.10.19
山田, 壯一;三上, 哲夫;栃木, 直文;本間, 栄;酒井, 謙;2017.02.21
Sakamoto, Noriaki;Terada, Takashi;Ochiai, Ryo2020.05.21
Koichiro, Tanaka;Koki, Chiba;Kazuhiko, Nara;K2017.02.23
西川, 輝昭;Ichiro Oohara;Kenji Saitoh;Yuya Shig2014.09.04
Murayama, Kenji;Suzuki, Takashi;Oshima, Yok 2020.01.15
御任, 充和子;宮城, 真樹;林, 弥生;山本, 由香;堀, 孔美
2018.10.19
徐, 春甫
2013.03.06
本間, 棗軒
2013.03.06
2020.08.26
森谷, 菜央;川瀬, 泰浩;斉藤, 敬子;緒方, 公平;豊田, 理
李, 時珍
2013.03.06
中野, 千裕
2014.04.14
Nagato, Shimada
2018.09.21
寺島, 涼子;菊地, 由美;藤野, 秀美;御任, 充和子;横井 2018.10.19
赤坂, 喜清
2017.10.18
久保田, 伊哉
2018.07.19
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
宇留賀, 公紀
2014.06.30
木内, 亜希
2018.05.08
李, 時珍
2013.03.06
板橋, 文夫
2014.03.20
中村, 幸子;安藤, 弓子;碓氷, 比呂子;大森, 礼織;小野 2015.10.21
長沢, 光章
2015.06.29
井上, 泰裕;中村, 卓司;宮崎, 芳安;青木, 秀之;塚越, 実
2013.11.13
中田, 光
2020.01.15
ウル クライシ, リーシャン
2018.04.26
東邦大学||トウホウ ダイガク
2017.02.02
澁川, 賢一;新保,幸洋;湯田, 秀行
2018.02.26
市山, 陽子
2018.02.26
新保, 幸洋
2018.02.26
池崎, 章
2018.02.26
東邦大学教養紀要編集委員会
2018.02.26
東邦大学教養紀要編集委員会
2018.02.26
東邦大学教養紀要編集委員会
2018.02.26
東邦大学教養紀要編集委員会
2018.02.26
平田, 倫生
2017.04.24
田中, 博之
2018.08.22
田中, 健太郎;酒井, 謙;大橋, 靖;村松, 真樹;河村, 毅;2018.09.05
田崎, 美弥子
2018.12.07
東邦大学||トウホウ ダイガク
2018.12.07
東邦大学||トウホウ ダイガク
2018.12.07
東邦大学||トウホウ ダイガク
2018.12.07
東邦大学||トウホウ ダイガク
2019.02.04
田中, 博之
2019.02.07
松本, 邦愛;北澤, 健文;藤田, 茂;瀬戸, 加奈子;長谷川 2019.02.07
入江, 雅彦
2019.02.22
金江, 春奈
2019.02.22
谷津, 智史
2019.02.22
関岡, 好史
2019.03.04
作本, 壮志朗
2019.03.04
川上, 直輝
2019.03.14
鈴木, 聖宏
2018.03.14
後藤, 愛
2019.03.20
久保田, 祥太
2019.04.10
和泉, 博文
2019.04.10
金坂, 伊須萌
2019.04.12
金坂, 伊須萌
2019.04.12
松山, 嗣史
2019.04.12
松山, 嗣史
2019.04.12
竹内, 彩乃
2019.06.20
秋津, 克哉
2019.08.26
城戸, 秀倫
2019.08.26
小原, さやか
2019.12.10
Takashi, Itokawa;Yukinobu, Okajima;Takashi, 2019.08.29
金子, 真隆
2015.06.16
有山, 智博
2019.09.17
坂本, 達弥
2019.09.17
佐藤, 直子
2019.09.17
杉尾, 和昭
2019.09.17
彭, 程
2019.09.17
山下, 直哉
2019.09.17
東邦大学||トウホウ ダイガク
2019.09.21
Kotaro Aoki;Yoshikazu Ishii;Kazuhiro Tateda 2019.10.24
眞喜志, まり
2019.10.25
黛, 崇仁
2019.10.29
赤塚, 勝
2019.10.30
花井, 雄貴
2019.11.25
赤塚, 勝
2019.11.22
花井, 雄貴
2019.12.19
山本, 容子
2018.06.13
石川, 紀子
2018.12.09
東邦大学||トウホウ ダイガク
2020.08.04
黒澤, 武介
2020.03.03
本間,栄
2019.04.25
太田, 葵
2020.06.30
石倉, 詩乃
2020.09.23
伊藤, 陽一
2020.09.23
齋藤, 裕喜
2020.09.23
佐久間, 清
2020.09.23
岡安, 美岬
2020.09.23
中川, 光一
2020.10.06
中川, 光一
2020.10.06
眞喜志, まり
2020.11.04
太田, 葵
2020.12.10
田中, 悠介
2020.12.18
東邦大学||トウホウ ダイガク
2020.12.23
太田, 登志子
2021.01.06

医学部生執筆論文 2019年度 TD26805570
東邦看護学会誌 第15巻
TD26833739
東邦医学会雑誌 第63巻 4号(pTD26863895
Toho Journal of Medicine VoTD26983154
Toho Journal of Medicine VoTD27006795
雑誌掲載論文
TD27027408
Toho Journal of Medicine VoTD27092745
東邦看護学会誌 第15巻
TD27111964
額田文庫
TD27241950
額田文庫
TD27262207
東邦医学会雑誌 第67巻 2号(pTD27294124
額田文庫
TD27312750
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD27349722
Toho Journal of Medicine VoTD27362108
東邦看護学会誌 第15巻
TD27449590
東邦医学会雑誌 第64巻 3号(pTD27529716
学位論文 博士論文 医学研究科TD27545226
東邦医学会雑誌 第65巻 1号(pTD27612765
学位論文 博士論文 医学研究科TD27631371
学位論文 博士論文 医学研究科TD27649507
額田文庫
TD27670656
東邦大学教養紀要 第45号
TD27770539
東邦看護学会誌 第12号
TD27835628
学位論文 博士論文 医学研究科TD27898358
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD27921886
東邦医学会雑誌 第66巻 4号(pTD27947333
学位論文 博士論文 医学研究科TD28003557
利用状況レポート
TD28003676
東邦大学教養紀要 第49号
TD28004341
東邦大学教養紀要 第49号
TD28004342
東邦大学教養紀要 第49号
TD28004343
東邦大学教養紀要 第49号
TD28004344
東邦大学教養紀要 第49号
TD28004345
東邦大学教養紀要 第49号
TD28004346
東邦大学教養紀要 第49号
TD28004347
東邦大学教養紀要 第49号
TD28004348
学位論文 博士論文 医学研究科TD28005920
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28008450
雑誌掲載論文
TD28009219
雑誌掲載論文
TD28011678
医学メディアセンター年次報告
TD28011686
医学メディアセンター年次報告
TD28011687
医学メディアセンター年次報告
TD28011689
利用状況レポート
TD28013047
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28013198
雑誌掲載論文
TD28013199
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28013673
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28013675
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28013677
学位論文 修士論文 理学研究科TD28013762
学位論文 修士論文 理学研究科TD28013763
学位論文 博士論文 理学研究科TD28014097
学位論文 博士論文 理学研究科TD28014099
学位論文 修士論文 医学研究科TD28014178
学位論文 修士論文 理学研究科TD28014699
学位論文 修士論文 理学研究科TD28014700
学位論文 博士論文 理学研究科TD28014735
学位論文 博士論文 理学研究科TD28014736
学位論文 博士論文 理学研究科TD28014737
学位論文 博士論文 理学研究科TD28014738
雑誌掲載論文
TD28016459
学位論文 博士論文 医学研究科TD28018224
学位論文 博士論文 医学研究科TD28018225
学位論文 博士論文 医学研究科TD28025968
雑誌掲載論文
TD28046552
東邦大学教養紀要 第46号
TD28056319
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28084582
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28084583
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28084584
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28084585
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28084586
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28084587
医学メディアセンター年次報告
TD28092042
雑誌掲載論文
TD28093197
雑誌掲載論文
TD28093230
雑誌掲載論文
TD28093367
雑誌掲載論文
TD28093410
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28093661
雑誌掲載論文
TD28094015
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28096472
学位論文 博士論文 看護学研究TD28097740
学位論文 博士論文 看護学研究TD28097742
利用状況レポート
TD28099658
学位論文 博士論文 医学研究科TD28099963
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD28110630
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28173011
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28175720
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28175721
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28175722
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28175723
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28175724
学位論文 博士論文 理学研究科TD28176044
学位論文 博士論文 理学研究科TD28176045
雑誌掲載論文
TD28176784
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28178413
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28178631
医学メディアセンター年次報告
TD28178752
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28178892

バンコマイシン誘発性腎障害の危険因子に関する研究
医薬品の適正使用推進による医療安全の向上に資するための司法薬学的研究 : 医
Clinical utility of prenatal head -to -abdominal circumference ratio for
目次
Clinical evaluation of hemorrhagic gastroduodenal ulcer in the elderly:
目次
理禮氏藥物學 卷之3
Pneumococcal conjugate vaccine modulates macrophagemediated inna
向井秀樹教授送別の辞
Clinical differentiation of infectious mononucleosis that is caused by Ep
The impact of nurse working hours on patient safety culture: a cross-n
Total Resection With Long-Term Globe Preservation for Optic Pathway
DST(Delirium Screening Tool)を用いた術後せん妄の実態調査
医学英語を学ぶ
Trends in hospital standardized mortality ratios for stroke in Japan bet
Parathyroidectomy for Tertiary Hyperparathyroidism: A Single-Center
Implication of overexpression of dishevelled-associated activator of m
著明な高血糖と急性気腫性胆嚢炎を合併した2型糖尿病の1例
Utility of MostGraph and fractional exhaled nitric oxide measurement i
学生の経験に基づく夜間実習の成果と課題の検討
第146回東邦医学会例会 シンポジウム:新たながん分子標的療法の開発に向けて 進
自己の生き方を考えさせる新たな教育活動の開発について : 総合的な探究の時間の
Guidelines for Submissions to the Toho Journal of Medicine
診断に難渋した小児尿道カルンクルの一例
外科醫法 巻1
救急医学 救急医療体制と災害医療
外科醫法 外篇巻5
重廣補註黄帝内經素問 巻之11-12
Randomized clinical trial of skin closure by subcuticular suture or skin
A Case of Budd-Chiari Syndrome in Which Liver Stiffness Was Evaluate
産学連携にたどり着くまで-心療内科のその後Prevalence and clinicoradiological analyses of patients with Alzheimer
全身麻酔中の尿量と全身麻酔後の急性腎傷害の関連
医学部における模擬患者を導入したPBLテュートリアルの実施と評価
Superior mesenteric venous thrombosis after revisional open sleeve ga
英文目次
第144回東邦医学会例会 教授特別講演:前立腺がん治療における前立腺全摘術の
Evaluation of Morphological Dynamic Changes in the Aortic Annulus an
古今醫統大全 巻之84-85
第14回東邦看護学会学術集会プログラム
Measurement of Phosphodiesterase Activity in the Conduction System
本草綱目指南 巻之4
瘍科秘録 巻之6上
瘍科秘録 巻之9
細胞性粘菌STATa シグナル構成因子の機能解析
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 angiographi
宮〓修一先生ご略歴
Basic fibroblast growth factor induces angiogenic properties of fibrocyt
英文目次
18番染色体長腕の端部欠失と同腕二動原体染色体のモザイクを呈した17歳思春期
25th European Respiratory Society (ERS) International Congress 2015
Leptin stimulates interleukin-6 production via janus kinase 2/signal tra
Development and exacerbation of pulmonary nontuberculous mycobac
本草綱目 第26巻
古今醫統大全 巻之92-93
第67回東邦医学会総会 教育講演:細胞周期の分子遺伝学的解析:分裂酵母を用い
Efficacy of tonsillectomy for the treatment of immunoglobulin A nephr
宮〓修一教授送別の辞
新しい医学教育の潮流2018 -第50回日本医学教育学会大会報告 1- ～医学教育分
検索事業者に対する削除請求をめぐる一考察 : - ドイツにおける裁判例の展開を中心
Operative simulation of anterior clinoidectomy using a rapid prototypin
看護師を対象とした冠動脈疾患患者への心理社会的サポートに関する実態調査
Transradial versus transfemoral coronary intervention for acute myoca
Up-titration strategy after DPP-4 inhibitor-based oral therapy for type
經穴彙解 巻之3
Correlation between Peripapillary Atrophy and Optic Nerve Head Blood
Size of the Optic Nerve Head and Its Relationship with the Thickness o
耳鼻咽喉科学講座(大森):耳・鼻・のどを見る
Levels of soluble LR11/SorLA are highly increased in the bile of patien
Cardiovascular Healthの促進にむけて
Remodeling of the pulmonary artery induced by metastatic gastric car
在院日数とクリニカルパス使用の関連性についての横断的検討
第68回東邦医学会総会 教授特別講演:リンパ球分化の分子制御機構解明へ向けた
整形外科病棟に勤務する看護師の退院支援への意識と、「退院支援計画書」の活用
Characteristics of exploratory eye movements in individuals with atten
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
重廣補註黄帝内經素問 巻之9-10
A huge earthquake hardened arterial stiffness monitored with cardio-a
超高齢社会に求められる疫学研究
自己免疫疾患非合併胸腺MALTリンパ腫の1例
Bi-cruciate stabilized total knee arthroplasty can reduce the risk of kne
黄帝内經靈樞 巻之9-12
学位(博士)授与の記録
本草綱目 第1巻下-第2巻
萬病回春 巻之8
患者・肝臓・画像と共に歩んだ日々:肝の超音波検査について改めて語る
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
Efficacy of nasal continuous positive airway pressure in tracheobronch
The growth factor midkine may play a pathophysiological role in rheum
Light-controlled gene expression using caged DNA with an affinity tag
Contents
Contents
天疱瘡の治療
微生物検査の国際標準化と国際標準化機構
米国国立医学図書館分類法(NLMC)日本語版データベースを紹介します
Countermeasures Against Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
Transradial versus transfemoral coronary intervention for acute myoca

11
6
10
0
2
1
0
1
1
1
0
1
42
4
2
0
3
17
4
33
0
4
0
140
0
21
0
0
1
2
8
2
1
2
2
1
0
0
0
7
0
0
0
0
1
6
0
2
2
1
367
4
0
3
0
0
36
0
1
3
12
1
3
0
1
0
1
5
11
0
1
0
4
1
46
13
60
0
0
4
9
3
0
1
0
0
248
2
1
1
0
5
0
0
7
16
1
0

瀧川, 正紀
2021.01.06
平賀, 秀明
2021.01.26
遠山, 貴子
2017.05.09
東邦看護学会編集委員会
2019.11.08
土門, 薫
2013.08.29
東邦看護学会編集委員会
2017.09.13
Riley, John Campbell;小林, 義直
2013.03.06
三村, 一行
2020.08.28
福田, 英嗣
2016.04.28
石井, 孝政
2019.12.24
吴, 映晖
2015.06.29
Masuda, Hiroyuki;Kondo, Kosuke;Nemoto, Mas2017.09.04
橋本, 裕;藤田, 茂;松川, 博;中澤, 惠子;渡邊, 正志;寺2019.08.10
橋本, 郷史
2020.01.06
Amin, Rebeka
2020.08.28
Fumi, Saito;Makoto, Sumazaki;Tadatoshi, Osak2019.02.08
矢内, 俊
2018.07.03
2013.11.13
吉田, 瑛子;比嘉, 眞理子;土井, 綾乃;吉藤, 歩;山下, 馨
中野, 千裕
2014.08.02
宮城, 真樹;島名, 美樹;小田, 心火;山城, 久典
2013.11.13
桧貝, 孝慈
2016.11.25
押尾, 勲
2020.09.03
The Medical Society of Toho University
2017.09.04
田中, 章太;藤巻, 有希;長谷川, 慶;森山, 梓;酒井, 正人
2019.08.10
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
吉原, 克則
2019.04.25
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
王, 冰;林, 億
2013.03.06
小林, 信
2016.06.16
Shiozawa, Kazue;Yamamoto, Shuhei;Matsui, T 2020.05.21
中野, 弘一
2019.04.25
長澤, 潤平
2017.05.09
楠山, 良子
2020.08.19
2018.03.22
中田, 亜希子;岡田, 弥生;吉原, 彩;並木, 温;廣井, 直樹
大城, 崇司;川村, 功;齋木, 厚人;高木, 隆一;吉田, 豊;2014.01.09
東邦大学医学会編集委員会
2015.01.06
中島, 耕一
2015.06.03
Sakai, Kota;Iguchi, Nobuo;Tamura, Harutoshi; 2020.09.08
徐, 春甫
2013.03.06
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
Xin, Cao;Yuji, Nakamura;Hiroko, Izumi-Nakase2018.10.19
向井, 元秀
2013.03.06
本間, 棗軒
2013.03.06
本間, 棗軒
2013.03.06
嵯峨, 幸夏
2020.03.31
野村, 俊之
2014.06.30
山〓, 健司
2016.04.25
東邦大学医学会編集委員会
2016.04.28
中道, 美保
2017.04.24
東邦大学医学会編集委員会
2014.08.13
宇都宮, 真司;武田, 慶;星野, 廣樹;三嶌, 典子;清水, 教
2019.10.17
中村, 浩章
2016.01.21
村岡, 成
2013.08.29
武中, さや佳
2020.12.03
李, 時珍
2013.03.06
徐, 春甫
2013.03.06
三宅, 早苗
2014.04.14
二瓶, 大
2017.07.20
舘田, 一博
2016.04.28
中村, 陽一;小林, 正明;中田, 亜希子;原, 文彦;岸, 太一
2019.10.17
高橋, 和広
2020.02.27
小此木, 信一
2018.05.08
山田, 緑;田所, 駿一;田所, 千紗都
2019.11.08
伊賀, 淳
2015.09.19
宮城, 匡彦
2019.06.19
原, 南陽
2013.03.06
Hiroyuki, Ito;Tetsuro, Takumi;Nobuko, Enomot2019.02.08
徳田, 暢子
2016.04.25
枝松, 秀雄
2016.01.21
寺井, 謙介
2016.10.17
東丸, 貴信
2015.01.06
石渡, 誉郎
2014.06.30
高井, 雄二郎;落合, 亮一
2018.10.19
近藤, 元就
2015.06.03
榎本, 美郷;菊田, 早央里;北村, 橙波;福嶋, 沙紀;古賀 2018.10.19
紫藤, 佑介
2020.09.23
長,利一
2017.08.16
王, 冰;林, 億
2013.03.06
清水, 一寛
2015.07.22
西脇, 祐司
2014.08.13
佐藤, 若菜;榎本, 泰典;大原関, 利章;横内, 幸;桐林, 孝
2020.10.24
羽田, 勝
2020.01.28
史松音
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2018.03.22
李, 時珍
2013.03.06
&#40852;廷賢
2013.03.06
住野, 泰清
2017.06.19
松本, 直;岡島, 行伸;堀, 裕一
2017.02.21
山本, 愛;杉野, 圭史;小林, 正周;秦, 美暢;本間, 栄 2014.08.13
進藤, 恵実子
2017.04.24
寺岡, 葵
2014.04.25
The Medical Society of Toho University
2020.10.24
The Medical Society of Toho University
2018.03.30
大久保, 彩子
2020.08.19
石井, 良和
2017.09.04
橋本, 郷史
2020.01.06
Takaharu, Kiribayashi;Shinya, Kusachi;Manabu2017.06.15
伊賀, 淳
2014.11.12

学位論文 博士論文 薬学研究科TD28178893
学位論文 博士論文 薬学研究科TD28179224
学位論文 博士論文 医学研究科TD28225765
東邦看護学会誌 第16巻
TD28235542
学位論文 博士論文 医学研究科TD28250317
東邦看護学会誌 第14巻
TD28277529
額田文庫
TD28300402
学位論文 博士論文 医学研究科TD28440363
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD28495611
学位論文 博士論文 医学研究科TD28558198
学位論文 博士論文 医学研究科TD28592611
Toho Journal of Medicine VoTD28626835
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD28626838
雑誌掲載論文
TD28669427
学位論文 博士論文 医学研究科TD28697381
Toho Journal of Medicine VoTD28933899
学位論文 博士論文 医学研究科TD28940755
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD28992747
学位論文 博士論文 医学研究科TD29023423
東邦看護学会誌 第10号
TD29045111
東邦医学会雑誌 第63巻 3号(pTD29046342
東邦大学教職教育研究 第2号 TD29097274
Toho Journal of Medicine VoTD29110050
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD29110053
額田文庫
TD29142316
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD29204170
額田文庫
TD29233385
額田文庫
TD29242592
学位論文 博士論文 医学研究科TD29274280
Toho Journal of Medicine VoTD29275313
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD29312676
学位論文 博士論文 医学研究科TD29343263
医学部生執筆論文 2019年度 TD29348326
東邦医学会雑誌 第64巻 4号(pTD29362012
東邦医学会雑誌 第60巻 6号(pTD29397201
東邦医学会雑誌 第61巻 6号(pTD29401754
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD29414712
Toho Journal of Medicine VoTD29440010
額田文庫
TD29495925
東邦看護学会誌 第12号
TD29538840
Toho Journal of Medicine VoTD29542095
額田文庫
TD29586722
額田文庫
TD29624391
額田文庫
TD29624425
学位論文 博士論文 理学研究科TD29626973
学位論文 博士論文 医学研究科TD29724943
学位論文 博士論文 医学研究科TD29757975
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD29782692
学位論文 博士論文 医学研究科TD29803996
東邦医学会雑誌 第61巻 4号(pTD29826010
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD29871166
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD30024414
学位論文 博士論文 医学研究科TD30062279
学位論文 博士論文 医学研究科TD30076042
額田文庫
TD30082057
額田文庫
TD30084077
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD30120636
学位論文 博士論文 医学研究科TD30137766
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD30171800
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD30179612
東邦大学教養紀要 第51号
TD30417288
学位論文 博士論文 医学研究科TD30532270
東邦看護学会誌 第16巻
TD30556914
学位論文 博士論文 医学研究科TD30558483
学位論文 博士論文 医学研究科TD30749441
額田文庫
TD30780039
Toho Journal of Medicine VoTD30782825
学位論文 博士論文 医学研究科TD30788855
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD30930782
学位論文 博士論文 理学研究科TD30985185
東邦医学会雑誌 第61巻 6号(pTD31028224
学位論文 博士論文 医学研究科TD31062656
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD31067597
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD31068939
東邦看護学会誌 第15巻
TD31146503
学位論文 博士論文 医学研究科TD31235300
東邦大学教養紀要 第48号
TD31244514
額田文庫
TD31275923
学位論文 博士論文 医学研究科TD31277677
東邦医学会雑誌 第61巻 4号(pTD31308452
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD31369860
学位論文 博士論文 医学研究科TD31516095
額田文庫
TD31538335
東邦医学会雑誌 第64巻 4号(pTD31572262
額田文庫
TD31693851
額田文庫
TD31701241
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD31868882
東邦医学会雑誌 第63巻 4号(pTD31965955
東邦医学会雑誌 第61巻 4号(pTD31975810
学位論文 博士論文 医学研究科TD31979084
学位論文 博士論文 理学研究科TD32056274
Toho Journal of Medicine VoTD32071301
Toho Journal of Medicine VoTD32079207
医学部生執筆論文 2019年度 TD32107544
東邦医学会雑誌 第64巻 2号(pTD32117959
雑誌掲載論文
TD32122614
Toho Journal of Medicine VoTD32128394
学位論文 博士論文 医学研究科TD32169285

痘科鍵 巻上[2]
萬病回春 巻之5
薬理学講座の軌跡
本草綱目 第43巻-第44巻
古今醫統大全 巻之96-97
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
第145回東邦医学会例会 シンポジウム:全身疾患と眼血流 眼科医とともに歩んだ動
訪問入浴介護に携わる看護師が多職種との連携において感じる困難
第1回東邦大学小児医療研究会プログラム(第72回東邦大学小児科研究会改)
醫家必携 巻之2
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
第145回東邦医学会例会 教授特別講演:心電図の読み方レッスン:基本を学ぶ
Risk factors of infant anemia in the perinatal period
A Questionnaire Survey of Attitudes and Awareness Among Pregnant W
東邦大学に所属する教員の育児支援とワークライフバランスに関する意識
古今醫統大全 巻之35-37
Derivation of integration-free iPSCs from a Klinefelter syndrome patien
Prediction of Intraoperative Pressure Responsiveness by Dynamic Arte
医学英語教育の重要性を考える:本学における臨床医学英語口述試験の実施と岐阜
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
第143回東邦医学会例会 シンポジウム:肺癌の集学的治療 座長のことば
Association between low dietary protein intake and geriatric nutrition
Development, reliability, and validity of a tool for the assessment of et
A会に属する日本からの英国永住者の老年期の慢性障害に備える健康の視点 : 機関
Histopathological study on the prevalence of trichosporonosis in forma
新しい医学教育の潮流2018 -第50回日本医学教育学会大会報告 2- ～医学教育に
Intravenous administration of apomorphine does not induce long QT s
Serum oxidative stress in patients with pulmonary Mycobacterium aviu
本草綱目 第36巻
第153回東邦医学会例会
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
Remodeling of the pulmonary artery induced by metastatic gastric car
Correlation between peripapillary atrophy and optic nerve head blood
日本で手術を受けることは最高の幸せ
古今醫統大全 巻之15-22
「総合的な学習の時間」の指導力育成に向けた総合演習IVの授業実践
Olfactory dysfunction in Parkinson's disease: Benefits of quantitative o
第12回東邦Neuro IVRカンファレンス(第6回東邦医学会東邦Neuro IVRカンファレ
ペグインターフェロン少量間欠投与によりウィルス学的著効をきたした肝癌合併C型肝
第35回医学情報サービス研究大会(MIS35 東京サマーフェスティバル2018)開催報
Epstein-Barr virus infection and variants of Epstein-Barr nuclear antige
飲酒がC型肝硬変患者の肝血流に与える影響
大脳皮質におけるコリン作動性システムについて
Levels of circulating soluble LR11, a regulator of smooth muscle cell m
本草綱目 第10巻-第11巻
鈴木康夫教授送別の辞
外科通論 巻之2
Cost of illness of the stomach cancer in Japan - a time trend and futur
狼毒大戟の化学成分および生物活性に関する研究
Influence of Gastric Emptying on the Outcome of the 75-g Oral Glucos
健康科学部設置準備室構想から開学まで
Sustained fasting glucose oxidation and postprandial lipid oxidation as
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
Baseline thickness of macular ganglion cell complex predicts progressi
労災認定と不整脈
Ibudilast Inhibits Th17 Cell Differentiation from Naïve Human T Cells
Changes in Bruch's Membrane Opening-Minimum Rim Width after Red
Comprehensive Cost of Illness: A Novel Method to Evaluate Economic
積分概念の導入に関する教科書調査について(III) - 昭和45 年指導要領改訂当時
Assessment of Postoperative Renal Dysfunction Requiring Prolonged R
Metabolic Tumor Volume and Total Lesion Glycolysis in PET/CT are Re
人工呼吸管理中患者の頸部の姿勢および体幹との位置関係
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
Assessment of a novel transdermal selective β1-blocker, the bisoprolo
本草綱目指南 巻之1
Instructions for Authors
中国の基幹病院における院内高頻度接触部位と医療従事者の手指に分布する抗菌薬
外科各論 巻6
Aryl hydrocarbon receptor mediates indoxyl sulfate- induced cellular s
Whole hepatic lipid volume quantification and color mapping by multi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
Guidelines for Submissions to the Toho Journal of Medicine
Instructions for Authors
Late Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting after Cisplatin Trea
瘍科秘録 巻之8上
グローバルスタンダードと“ヒポクラテスの誓い"
Gene expression profiling of lung myofibroblasts reveals the anti-fibro
Gene expression profiling of lung myofibroblasts reveals the anti-fibro
日本人の食塩摂取にまつわる栄養疫学研究の動向
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
第146回東邦医学会例会 パネルディスカッション:肺血管リモデリングの発症機序に迫
アンジオテンシン II の導管動脈血管弾性に対する修飾機構に関する研究
Impact of left heart bypass on arterial oxygenation during one-lung ve
Prognostic value of lower-limb perfusion single photon emission comp
第155回東邦医学会例会
カシス葉の化学成分及び抗酸化活性に関する研究
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
Levels of soluble LR11/SorLA are highly increased in the bile of patien
本草綱目 第19巻-第20巻
「自然体験学習」が看護学部学生の社会人基礎力に及ぼす有効性の検証
Usefulness of Cardio-ankle Vascular Index (CAVI) in diagnosis and risk
Impact of manipulation of energy substrates on sinus nodal rhythm
奥付
Clinical significance of serum autoantibodies against Ras-like GTPases
“終末期医療を困難にする要因"からみたICUの現状と看護師の困難感
古今醫統大全 巻之86-87
Rhythm versus rate control strategies regarding anticoagulant use in e

0
0
15
0
0
20
2
39
7
0
26
153
21
2
1
15
0
4
6
12
2
0
0
7
1
0
8
1
1
0
1
0
2
2
0
0
3
0
6
0
15
1
5
1
3
0
6
0
0
3
0
1
1
3
17
49
1
1
0
40
0
0
42
8
1
0
0
4
0
2
7
2
1
0
2
0
2
1
0
1
2
1
5
4
0
4
6
4
0
0
31
0
0
1
2
28
0
4

朱, 巽;朱, 鳳台
2013.03.06
&#40852;廷賢
2013.03.06
杉山, 篤
2018.03.22
李, 時珍
2013.03.06
徐, 春甫
2013.03.06
古舘, 壮義
2016.08.16
高橋, 真生;柴, 友明;堀, 裕一
2015.10.21
柏崎, 信子;西〓, 未和
2018.10.19
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
堀内, 忠亮
2013.03.06
府川, 真理子;安岡, 砂織;砂田, 好至子;遠藤, 英子
2013.11.13
花見, 紗代;木村, 愛香;安岡, 砂織;玉利, 貴良;山田, 美
2014.10.03
池田, 隆徳
2015.08.14
平田, 倫生
2017.04.24
西田, 陽子;久米, 美代子;刀根, 洋子
2015.01.06
広田, 幸子;神前, 裕子;浜野, ゆうり;片桐, 由起子;中野2020.01.15
徐, 春甫
2013.03.06
清水, 俊博
2016.04.25
Kimura, Hiroki;Maki, Yuichi;Toyoda, Daisuke;K 2019.10.17
栃木, 直文;澁谷, 和俊;逸見, 仁道
2014.07.18
東邦大学医学会編集委員会
2015.01.06
本間, 栄
2014.07.18
木内, 亜希
2018.07.03
中田, 亜希子
2018.05.08
高橋, 良幸
2020.02.13
定本, 聡太
2020.08.28
中村, 陽一;小林, 正明;中田, 亜希子;原, 文彦;岸, 太一
2019.10.17
渡辺, 雄大
2016.06.16
若林, 宏樹
2020.08.28
李, 時珍
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2019.08.10
水野, 雅文
2016.11.25
石渡, 誉郎
2014.08.02
伊藤, 浩幸
2019.10.11
草地, 信也
2014.11.14
徐, 春甫
2013.03.06
今井, 泉
2020.09.03
川瀬, 裕士
2015.05.22
東邦大学医学会編集委員会
2019.08.10
山〓, 康朗;青木, 博;高田, 伸夫
2020.01.15
大谷, 裕
2020.01.06
増岡, 正太郎
2019.06.19
和久井, 紀貴;荻野, 悠;松井, 哲平;小林, 康次郎;松清 2016.07.27
佐藤, 慎一郎
2020.08.19
原田, 雅史
2020.01.28
李, 時珍
2013.03.06
高田, 伸夫
2018.10.04
佐藤, 進
2013.03.06
芳賀, 香代子
2014.06.30
匡, 薪竹
2016.08.16
Suzuki, Takeshi;Komatsu, Fumiya;Takemoto, I2020.09.08
遠藤, 英子
2018.12.27
金澤, 憲
2019.06.19
西澤, 広介
2015.04.02
安樂, 礼子
2014.11.12
杉, 薫
2016.01.21
柳橋, 優
2015.07.30
Takumi, Tetsuro;Enomoto, Nobuko;Ishida, Kyo2020.01.15
Matsumoto, Kunichika;Hasegawa, Tomonori
2019.05.10
金子, 真隆
2017.08.16
Kogawa, Rikizo;Ochiai, Ryoichi
2020.01.15
Hidenori, Kido;Sunao, Mizumura;Kimihiko, Fun 2019.02.08
佐藤, みえ;山田, 亨;安岡, 砂織;四本, 竜一;久保, 亜希2016.09.23
東邦大学医学会編集委員会
2017.02.21
篠原, 正哉
2019.05.11
向井, 元秀
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2020.05.21
小林, 寅喆;勝瀬(金山), 明子;金坂, 伊須萌;李, 秀華 2017.09.13
足立, 寛
2013.03.06
小泉, 雅之
2015.07.30
五十嵐弘之
2020.11.23
鏑木, 教平;磯部, 和順
2017.09.04
The Medical Society of Toho University
2018.10.19
The Medical Society of Toho University
2019.10.17
西澤, 広介;島田, 英昭;伊藤, 正朗;大嶋, 陽幸;谷島, 聡
2014.11.14
本間, 棗軒
2013.03.06
坪井, 康次
2014.02.24
廣田, 直
2015.06.29
廣田, 直
2015.07.30
上地, 賢
2020.02.13
斉田, 芳久;榎本, 俊行;高林, 一浩;竹下, 惠美子;長尾 2016.07.27
藤代, 健太郎;松裏, 裕行
2015.10.21
佐久間, 清
2020.03.25
菅, 規久子
2017.04.24
橋本, 英伸
2018.05.07
東邦大学医学会編集委員会
2020.10.24
佐々木, 辰憲
2016.08.16
真坂, 亙
2014.05.28
寺井, 謙介
2016.10.17
李, 時珍
2013.03.06
鈴木, 良美;平田, 松吾;市山, 陽子;其田, 貴美枝;西㟢 2016.09.23
鈴木, 淳
2015.03.10
丸山, 博子
2014.06.30
東邦大学教養紀要編集委員会
2019.04.10
名波, 竜規
2016.04.25
宮〓, 美保;渡邉, 百合香;平松, 貴;唐鎌, 沙那恵;南舘 2016.09.23
徐, 春甫
2013.03.06
湯澤, ひとみ
2020.12.03

額田文庫
TD32214936
額田文庫
TD32229357
東邦医学会雑誌 第64巻 4号(pTD32281301
額田文庫
TD32332137
額田文庫
TD32381096
学位論文 博士論文 薬学研究科TD32454112
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD32469175
東邦看護学会誌 第15巻
TD32532749
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD32588686
額田文庫
TD32619036
東邦看護学会誌 第10号
TD32620429
東邦看護学会誌 第11号
TD32790448
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD32826883
学位論文 博士論文 医学研究科TD32970990
東邦医学会雑誌 第61巻 6号(pTD33136461
東邦医学会雑誌 第66巻 4号(pTD33139937
額田文庫
TD33158845
学位論文 博士論文 医学研究科TD33167278
Toho Journal of Medicine VoTD33171401
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD33177162
東邦医学会雑誌 第61巻 6号(pTD33247939
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD33431068
学位論文 博士論文 医学研究科TD33442269
学位論文 博士論文 医学研究科TD33446519
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD33456113
学位論文 博士論文 医学研究科TD33493238
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD33595296
学位論文 博士論文 医学研究科TD33624241
学位論文 博士論文 医学研究科TD33726826
額田文庫
TD33730662
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD33737430
東邦医学会雑誌 第63巻 3号(pTD33755198
学位論文 博士論文 医学研究科TD33796953
学位論文 博士論文 医学研究科TD33803098
東邦医学会雑誌 第61巻 5号(pTD33828452
額田文庫
TD33857578
東邦大学教職教育研究 第2号 TD33967814
学位論文 博士論文 医学研究科TD34003758
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD34063040
東邦医学会雑誌 第66巻 4号(pTD34115438
雑誌掲載論文
TD34239601
学位論文 博士論文 医学研究科TD34304467
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD34342346
医学部生執筆論文 2019年度 TD34360684
学位論文 博士論文 医学研究科TD34372770
額田文庫
TD34400974
東邦医学会雑誌 第65巻 1号(pTD34430107
額田文庫
TD34508799
学位論文 博士論文 医学研究科TD34570779
学位論文 博士論文 薬学研究科TD34623942
Toho Journal of Medicine VoTD34631915
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD34654486
学位論文 博士論文 医学研究科TD34706276
学位論文 博士論文 薬学研究科TD34768831
学位論文 博士論文 医学研究科TD34792411
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD34812125
学位論文 博士論文 医学研究科TD34988434
Toho Journal of Medicine VoTD35034279
Toho Journal of Medicine VoTD35087218
東邦大学教養紀要 第48号
TD35120616
Toho Journal of Medicine VoTD35126739
Toho Journal of Medicine VoTD35135999
東邦看護学会誌 第13号
TD35161457
東邦医学会雑誌 第63巻 4号(pTD35223781
学位論文 博士論文 医学研究科TD35229327
額田文庫
TD35238518
Toho Journal of Medicine VoTD35304543
東邦看護学会誌 第14巻
TD35337137
額田文庫
TD35443397
学位論文 博士論文 医学研究科TD35447126
学位論文 博士論文 医学研究科TD35473871
東邦医学会雑誌 第64巻 2号(pTD35528955
Toho Journal of Medicine VoTD35574183
Toho Journal of Medicine VoTD35581226
東邦医学会雑誌 第61巻 5号(pTD35615398
額田文庫
TD35647831
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD35651512
学位論文 博士論文 医学研究科TD35658999
学位論文 博士論文 医学研究科TD35870043
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD35907633
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD35913303
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD35958315
学位論文 博士論文 薬学研究科TD35959014
学位論文 博士論文 医学研究科TD35972438
学位論文 博士論文 医学研究科TD35978345
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD35999794
学位論文 博士論文 薬学研究科TD36074975
学位論文 博士論文 薬学研究科TD36080224
学位論文 博士論文 理学研究科TD36104859
額田文庫
TD36111271
東邦看護学会誌 第13号
TD36145516
学位論文 博士論文 理学研究科TD36163138
学位論文 博士論文 医学研究科TD36234168
東邦大学教養紀要 第50号
TD36235761
学位論文 博士論文 医学研究科TD36257173
東邦看護学会誌 第13号
TD36297718
額田文庫
TD36355594
学位論文 博士論文 医学研究科TD36359963

第70回東邦医学会総会 シンポジウム:臓器移植における基礎と臨床-最近の知見 座
Diagnostic and prognostic impact of serum p53 antibody titration in co
Tumor Invasion of Extralobar Soft Tissue Beyond the Hilar Region Doe
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
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
Identification of tomoregulin-1 as a novel addicsin-associated factor
痘疹活幼心法 巻上
生活困窮世帯の子ども達への学習支援:学習支援の場が果たす役割・機能について
Contents
Effects of pH on Nifekalant-Induced Electrophysiological Change Asses
第144回東邦医学会例会
病棟内デイルームの活用と音環境の実態調査
Efficacy of Vitamin K2 for glucocorticoid-induced osteoporosis in patien
Efficacy of intermittent empagliflozin supplementation on dietary self經穴彙解 巻之6
Concordance of patient-reported joint symptoms, physician-examined
心疾患に関するシミュレーション解析について
第143回東邦医学会例会 シンポジウム:肺癌の集学的治療 呼吸器外科
第145回東邦医学会例会 教授特別講演:超高齢社会における運動器の重要性:衛生
看護職者の経験を記述した現象学的看護研究についての文献検討
第2回東邦大学小児医療研究会プログラム
Analyses of N-methyl-D-aspartate receptor-related metabolites in the
叢桂亭醫 巻之7
内科簡明 巻之2
Effectiveness of probiotic therapy for the prevention of relapse in patie
第14回東邦看護学会学術集会 一般演題プログラム
Maternal consumption of Lactobacillus rhamnosus GG yogurt during p
外科醫法 巻17
学位(博士)授与の記録
MFICUから一般病棟に転出した妊婦の気持ちの変化 ～集団生活を送る切迫早産妊
Unusual Massive Endometrial Hyperplasia: Initial Presentation with a S
学位(博士)授与の記録
第146回東邦医学会例会 パネルディスカッション:肺血管リモデリングの発症機序に迫
Morphological and biological characteristics of staphylococcus aureus b
本草綱目 第1巻上
Section of Neuroradiology, Diagnostic Radiology, David Geffen School
Streptozotocin誘発性糖尿病マウス心筋の興奮収縮機構およびアドレナリン受容体
Special AT-richsequence binding protein 1 is required for maintenance
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
本草綱目 第3巻上
古今醫統大全 巻之61
Clinico-radio-pathological characteristics of unclassifiable idiopathic int
第143回東邦医学会例会 シンポジウム:肺癌の集学的治療 リハビリテーション科:周
東邦大学におけるスポーツ施設の役割と期待
七新藥 下巻
第143回東邦医学会例会
第147回東邦医学会例会
痘科鍵 巻下[2] 付麻疹
Special AT-richsequence binding protein 1 is required for maintenance
Role of the Capillary Invasion Index: A Prognostic Indicator for Adenoc
MRSA,CDをほぼゼロにした単一施設における30年間の消化器外科周術期感染対策
Retrospective Study of Colposcopy for Precancerous Cervical Lesions a
Development and evaluation of a novel bone hemostatic agent that do
Department of Radiology, Royal Brompton Hospital, London, UK: 井の中
病理各論 巻8
經穴彙解 巻之8
内科簡明 巻之9
新しい医学教育の潮流2017-第49回日本医学教育学会大会報告2-～卒前卒後教育
Toho Journal of Medicine Vol. 1 No. 4 掲載論文の紹介
Operative simulation of anterior clinoidectomy using a rapid prototypin
ATS(American Thoracic Society)International Conference 2018 in San
A 2-year follow-up of isolated medial patellofemoral ligament reconstr
漫游雜記
Drug-Induced Fanconi Syndrome in a Patient with Breast Cancer: A Ca
Investigation of metabolism of exogenous glucose at the early stage a
スポーツ健康科学教室との連携による教員養成課程履修学生のリーダーシップ能力養
Fatty acid desaturase 2 is up-regulated by the treatment with statin th
脳神経外科・内科病棟における夜間騒音に関する一検討
教室(内科学講座呼吸器内科学分野(大橋))紹介
投稿規定
Change in serum marker of oxidative stress in the progression of idiop
カシス葉の化学成分及び抗酸化活性に関する研究
原病學通論 巻之1
Characteristics of Exploratory Eye Movements in Individuals with Atten
第152回東邦医学会例会 : 当番教室企画 : 東邦大学三病院における呼吸器外科の
痘疹活幼心法 巻下
ZNF384-related fusion genes define a subgroup of childhood B-cell pre
第11回東邦大学医療センター佐倉病院学術集会(東邦医学会分科会)
Electropharmacological effects of amantadine on cardiovascular system
第143回東邦医学会例会 シンポジウム:肺癌の集学的治療 呼吸器内科:非扁平上皮
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
Association of repeated defibrillation with outcomes for out-of-hospita
Impact of manipulation of energy substrates on sinus nodal rhythm
Comparison between quantitative stiffness measurements and ultraso
Efficacy and safety of repaglinide added to sitagliptin in Japanese patie
Vascular waveform analysis of flap-feeding vessels using color Dopple
安定化理論に基づくISCZ法の新しい実装方法の提案
Analyses of N-Methyl-D-Aspartate Receptor-Related Metabolites in the
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
古今醫統大全 巻之56-60
第143回東邦医学会例会 シンポジウム:肺癌の集学的治療 放射線科:放射線治療
Desmoplastic reaction in biopsy specimens of early colorectal cancer:
第152回東邦医学会例会 : 当番教室企画 : 東邦大学三病院における呼吸器外科の
腰椎手術後の安静期間を乗り越えた患者の精神的支えになったもの
Antibacterial Effects of Vascular Grafts Treated with Rifampicin, Colisti
傷寒論辨 陰上中
Investigation of ossification in the posterior longitudinal ligament using
大西 清先生ご略歴

0
1
0
1
2
0
0
0
1
4
1
54
1
7
0
1
0
0
3
6
16
4
0
0
1
10
1
0
2
124
0
0
5
3
0
21
5
0
11
0
0
1
1
9
0
3
6
0
0
1
2
5
1
9
0
0
0
5
0
0
0
2
0
0
1
3
10
20
7
1
1
8
0
1
1
0
2
3
8
1
8
0
0
4
1
1
0
2
143
0
1
6
2
49
10
0
4
7

相川, 厚
2017.10.18
鈴木, 孝之
2020.09.23
大塚, 創
2015.07.22
青木, 匡
2015.04.02
古舘, 壮義
2016.03.29
荒野, 拓
2014.04.25
聶, 尚恆
2013.03.06
新保, 幸洋
2017.08.16
The Medical Society of Toho University
2016.07.27
上総, 勝之
2015.06.29
東邦大学医学会編集委員会
2014.08.13
菊地, 由美
2018.10.19
鹿野, 孝太郎
2016.04.25
吉川, 芙久美
2019.12.10
原, 南陽
2013.03.06
平田, 絢子
2018.05.01
千葉, 慎太郎
2020.08.19
秦, 美暢;肥塚, 智;牧野, 崇;大塚, 創;佐藤, 史朋;笹本2014.07.18
西脇, 祐司
2015.08.14
菊池, 麻由美;草地, 潤子;福山, 隆夫;三崎, 和志
2020.09.23
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
田形, 弘実
2020.12.03
原, 南陽
2013.03.06
Kunze Karl Ferdinand.;林, 洞海;石川, 良信;石黒, 2013.03.06
吉松, 安嗣
2018.05.01
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
小峰, 由美子;渡邊, 美砂;早乙女, 壮彦;内野, 鴻一;内 2014.02.24
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2015.01.06
鈴木, 由磨;河畠, 青葉;石井, 里沙;柴田, 祥子;吉野, 英
2017.09.13
Chiaki, Takeya;Shinichi, Komiyama;Tsuyoki, K 2019.02.08
東邦大学医学会編集委員会
2014.08.13
中山, 智孝;佐地, 勉
2015.10.21
佐藤, 礼実
2020.08.28
李, 時珍
2013.03.06
平田, 容子
2015.01.06
金江, 春奈
2018.03.30
秋葉, 靖
2019.05.10
粕谷, ひかる
2015.04.02
李, 時珍
2013.03.06
徐, 春甫
2013.03.06
仲村, 泰彦
2018.12.25
大国, 生幸
2014.07.18
澁川, 賢一
2014.03.20
司馬, 凌海
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2014.04.14
東邦大学医学会編集委員会
2016.07.27
朱, 巽;朱, 鳳台
2013.03.06
秋葉, 靖
2019.12.10
Kawahira, Hiroshi;Yoshida, Yutaka;Urita, Tasuk2019.05.10
草地, 信也
2019.04.25
Takahashi, Rena;Kubushiro, Kaneyuki;Murakam2020.10.24
砂川, 隆英
2014.08.25
杉野, 圭史
2014.08.13
三宅, 秀
2013.03.06
原, 南陽
2013.03.06
Kunze Karl Ferdinand.;林, 洞海;石川, 良信;石黒, 2013.03.06
小林, 正明;原, 文彦;中村, 陽一;中田, 亜希子;岸, 太一
2018.10.19
東邦大学医学会編集委員会
2016.01.21
小此木, 信一
2018.11.12
南條, 友央太
2018.10.19
望月, 雄大
2019.10.11
永富, 朝陽
2013.03.06
Fumi, Saito;Tadatoshi, Osaku;Genki, Sato;Mak2019.02.08
河越, 尚幸
2017.04.24
澁川, 賢一;新保,幸洋;湯田, 秀行
2017.08.16
田中, 翔
2020.09.23
2019.11.08
阿部, 香織;木村, 美代;櫻井, 敬也;久保, 若菜;原, 智津
松瀬,厚人
2020.10.24
東邦大学医学会編集委員会
2016.01.21
松澤, 康雄
2015.11.30
佐々木, 辰憲
2016.03.29
Ermerins Christian Jacob;村治, 重厚;熊谷, 直温;安2013.03.06
Shido, Yusuke;Nemoto, Takahiro;Saito, Junich 2020.09.08
伊豫田,明
2019.04.25
聶, 尚恆
2013.03.06
平林, 真介
2018.07.03
東邦大学医学会編集委員会
2019.08.10
曹, 新
2017.04.24
磯部, 和順
2014.07.18
高遠, 節夫;高橋, 克夫;山下, 哲
2013.07.22
坪田, 貴也
2017.03.03
丸山, 博子;伊藤, 雅方;合田, 亘人;赤羽, 悟美
2014.02.24
近藤, 康介
2018.05.07
西村, 明洋
2018.05.09
荻野, 晶弘
2014.10.09
伊井, 誠和
2015.04.13
Tagata, Hiromi;Tsujino, Naohisa;Onozato, May 2020.09.08
高橋, 瑞穂
2015.08.03
徐, 春甫
2013.03.06
宮本, 一成;寺原, 敦朗;塚田, 庸一郎;片野, 厚人;清水 2014.07.18
木村, 隆輔
2015.06.29
秦,美暢
2019.04.25
加納, 実希;境, 高志;久保, 孝
2017.09.13
Okuma, Shinnosuke;Hamada, Masakaze;Hanai 2020.10.24
中西, 深斎
2013.03.06
福武, 勝典
2016.04.25
東邦大学医学会編集委員会
2020.05.21

東邦医学会雑誌 第64巻 3号(pTD36365237
学位論文 博士論文 医学研究科TD36370268
学位論文 博士論文 医学研究科TD36440511
学位論文 博士論文 薬学研究科TD36450973
学位論文 博士論文 薬学研究科TD36462463
学位論文 博士論文 理学研究科TD36482057
額田文庫
TD36604735
東邦大学教養紀要 第48号
TD36610267
Toho Journal of Medicine VoTD36612189
学位論文 博士論文 医学研究科TD36653332
東邦医学会雑誌 第61巻 4号(pTD36705359
東邦看護学会誌 第15巻
TD36776728
学位論文 博士論文 医学研究科TD36777613
学位論文 博士論文 医学研究科TD36851744
額田文庫
TD36856257
学位論文 博士論文 医学研究科TD36878917
医学部生執筆論文 2019年度 TD36896863
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD36933487
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD36972490
東邦看護学会誌 第17巻
TD36980544
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD37000405
学位論文 博士論文 医学研究科TD37018029
額田文庫
TD37087014
額田文庫
TD37138931
学位論文 博士論文 医学研究科TD37186495
東邦看護学会誌 第12号
TD37264246
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD37266767
額田文庫
TD37284621
東邦医学会雑誌 第61巻 6号(pTD37295551
東邦看護学会誌 第14巻
TD37305691
Toho Journal of Medicine VoTD37340360
東邦医学会雑誌 第61巻 4号(pTD37363500
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD37369308
学位論文 博士論文 医学研究科TD37393063
額田文庫
TD37404947
東邦医学会雑誌 第61巻 6号(pTD37414776
学位論文 博士論文 薬学研究科TD37418620
学位論文 博士論文 医学研究科TD37430910
学位論文 博士論文 薬学研究科TD37435261
額田文庫
TD37523427
額田文庫
TD37552675
学位論文 博士論文 医学研究科TD37569115
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD37569799
東邦大学教養紀要 第45号
TD37590034
額田文庫
TD37607501
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD37690863
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD37739494
額田文庫
TD37748396
学位論文 博士論文 医学研究科TD37773270
Toho Journal of Medicine VoTD37856715
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD37885483
Toho Journal of Medicine VoTD37886057
学位論文 博士論文 医学研究科TD37908077
東邦医学会雑誌 第61巻 4号(pTD37987489
額田文庫
TD38024644
額田文庫
TD38044434
額田文庫
TD38049955
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD38053582
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD38092131
学位論文 博士論文 医学研究科TD38121290
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD38199718
学位論文 博士論文 医学研究科TD38229629
額田文庫
TD38305694
Toho Journal of Medicine VoTD38349968
学位論文 博士論文 医学研究科TD38386240
東邦大学教養紀要 第48号
TD38453939
学位論文 博士論文 医学研究科TD38479636
東邦看護学会誌 第16巻
TD38591962
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD38609044
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD38622932
学位論文 博士論文 医学研究科TD38673763
学位論文 博士論文 薬学研究科TD38675274
額田文庫
TD38677072
Toho Journal of Medicine VoTD38677086
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD38707062
額田文庫
TD38776255
学位論文 博士論文 医学研究科TD38844312
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD38877240
学位論文 博士論文 医学研究科TD38888402
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD38889298
東邦大学教養紀要 第44号
TD38915746
学位論文 博士論文 医学研究科TD38932298
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD38986118
学位論文 博士論文 医学研究科TD39003827
学位論文 博士論文 医学研究科TD39020993
学位論文 博士論文 医学研究科TD39060716
学位論文 修士論文 理学研究科TD39123167
Toho Journal of Medicine VoTD39126483
学位論文 博士論文 薬学研究科TD39131699
額田文庫
TD39153047
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD39202061
学位論文 博士論文 医学研究科TD39205914
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD39322980
東邦看護学会誌 第14巻
TD39351875
Toho Journal of Medicine VoTD39377388
額田文庫
TD39412895
学位論文 博士論文 医学研究科TD39434782
東邦医学会雑誌 第67巻 1号(pTD39445151

Left Ventricular Diastolic Dysfunction is an Independent Predictor of La
EBMからShared Decision Makingへ:より良質なFavorable Outcomeの追求
去勢抵抗性前立腺癌(CRPC)に対する薬物療法:新規ホルモン薬を中心に
第68回東邦医学会総会 シンポジウム:耳鼻咽喉科領域の内視鏡医療の発展-耳科手
Instructions for Authors
Asian dust and pediatric emergency department visits due to bronchia
医療用漢方製剤の抗酸化活性に関する研究
第152回東邦医学会例会 : 当番教室企画 : 東邦大学三病院における呼吸器外科の
医療安全管理部(大森):医療安全の使命と可能性
学位(博士)授与の記録
訪問看護における観察を学ぶための学内演習室の整備 : 高齢者とその家族の日常
Na+/モノカルボン酸共輸送担体(SLC5A8, SMCT1)の新たな基質認識機構および
Virtual realityの医学教育への応用
改革と伝統の狭間
Maternal smoking during pregnancy and rapid weight gain from birth t
養生篇 上 (百科全書).
第39回東邦大学医療センター大橋病院外科集談会(第7回東邦医学会大橋病院外科
The palatine tonsil bacteriome, but not the mycobiome, is altered in H
重廣補註黄帝内經素問 巻之17-18
JunB plays a crucial role in development of regulatory T cells by promo
センサー機器の選択基準のフローチャート導入に向けたプロセス評価
Serum VEGF as a tumor marker in patients with HCV-related liver cirr
Expression of cytokeratin 34βE12 is a good indicator of tumor progres
高い専門性を持った優秀な一般小児科医を目指して
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 ep
学校薬剤師としての活動報告と今後の展望について
Prognostic Significance of Serum Biomarkers in Rectal Cancer Patients
痘科鍵 巻下[1]
第14回東邦看護学会学術集会賞受賞者
がん診療連携拠点病院における認定看護師の気付きと今後の展望
Differences in innervated neurons of the internal anal sphincter based
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
A Preliminary Study of Orthographic and Phonological Features of Nurs
第67回東邦医学会総会 パネルディスカッション:当科では臨床実習をこう行っている
Prognosis after brain metastasis from differentiated thyroid carcinoma
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
The in vitro research of bacterial invasion of prosthetic vascular grafts
外科醫法 巻13
ドコサヘキサエン酸の血管弛緩作用とその機序に関する薬理学的研究
第142回東邦医学会例会 特別講演:Functional dyspepsia(FD)の隘路をさぐって
80歳以上の高齢者大腸癌患者に対する腹腔鏡手術の妥当性:准高齢者との比較検
Association of electrocardiographic variables and effectiveness of oral
Guidelines for Submissions to the Toho Journal of Medicine
第145回東邦医学会例会 教育講演:モデル動物を用いた親子関係の神経生物学 マ
A single-arm phase II trial of combined chemotherapy with S-1, oral le
Maternal consumption of Lactobacillus rhamnosus GG yogurt during p
Toho Journal of Medicine Vol. 4 No. 3 掲載論文の紹介
Guidelines for Submissions to the Toho Journal of Medicine
2017年度東邦看護学会研究奨励金/第17回東邦看護学会学術集会賞
Association of Electrocardiographic Variables and Effectiveness of Oral
Comparison of ultrasonographic joint and tendon findings in hands bet
萬病回春 巻之4
第142回東邦医学会例会 シンポジウム:周期性の生命科学 時計分子医療に向けて
高山環境におけるニホンライチョウの生活史戦略と個体群動態
病院病理学講座(大橋):チーム医療として機能する病理診断を目指して
A病院ICU・CCUにおける気管挿管患者に対する口腔アセスメントの実態調査
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
Analyses of N-methyl-D-aspartate receptor-related metabolites in the
Percutaneous Endoscopic Gastrostomy and Percutaneous Transesopha
Are the Principles of Interpretation A Priori ?
糖尿病を合併した肺癌症例に対する手術治療
Prediction of fluid responsiveness by means of stroke volume variation
Evaluation of reactive oxygen metabolites in patients with non-small c
研究者による社会への発信
瘍科秘録 巻之4上
これからの医療提供と病院経営
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
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
Cardiohemodynamic and electrophysiological effects of anti-influenza
Risk factors for requirement of filtration surgery after vitrectomy in pa
Contents
Comparison of plasma levobupivacaine concentrations following single
Estimating the risk of parvovirus B19 infection in blood donors and pre
産褥期における初産婦のスマートフォン使用に対する認識と実態
内科簡明 巻之10
Utility of the SYNTAX score in predicting outcomes after coronary inter
細胞性粘菌STATa シグナル構成因子の機能解析
看護師による造血器腫瘍患者に対するリハビリテーションの実施状況
The utility of virtual bronchoscopy using a computed tomography work
Efficacy of tonsillectomy for the treatment of immunoglobulin A nephr
Instructions for Authors
パラジウム触媒による(o-アルキニルフェニル)(メトキシメチル)スルフィドの不斉環化
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
投稿規定
女性看護師の疲労の研究
新たな外科手術手技の導入と検証:腹腔鏡下肝切除術
Effect of skip lymphovascular invasion on hepatic metastasis in colorec
東邦看護学会誌投稿規定
Diagnostic potential of near-infrared Raman spectroscopy for colon ca
一本堂藥選 中編
Alpha-tocopherol ameliorates experimental autoimmune neuritis by ex
大西 清教授送別の辞
Prognosis after brain metastasis from differentiated thyroid carcinoma
Characteristics of motivation and their impacts on the functional outco
Effect of sequential chemoradiotherapy in patients with limited-disease
A treatment strategy using subcutaneous fondaparinux followed by or

1
7
0
0
0
2
5
0
0
0
14
15
47
0
0
0
1
3
0
0
338
0
7
1
9
1
30
0
0
2
3
0
0
0
0
1
1
1
0
20
17
15
1
1
2
2
7
0
1
0
0
0
0
0
16
1
15
25
1
2
0
0
8
0
3
0
0
0
11
2
1
0
9
0
3
0
1
25
7
0
0
0
0
11
1
1
2
8
2
0
1
0
1
8
1
10
3
5

Hideki, Koike;Tadashi, Fujino;Makiko, Koike;Ma2017.06.15
佐地, 勉
2016.04.28
田中, 辰樹
2020.08.19
枝松, 秀雄
2015.06.03
The Medical Society of Toho University
2019.08.13
中村, 孝裕
2017.04.24
佐藤, 直子
2019.04.05
桐林, 孝治;西牟田, 浩伸;萩原, 令彦;新妻, 徹;伊藤, 一
2019.04.25
古橋, 龍彦
2018.10.19
東邦大学医学会編集委員会
2014.07.18
島村, 敦子;菅谷, 綾子;鈴木, 裕子;植田, 満美子,;鳥田2020.05.21
杉尾, 和昭
2019.04.05
中村, 陽一;廣井, 直樹;島田, 英昭
2019.10.17
富田, 剛司
2018.10.19
峰, 友紗
2018.05.07
錦織, 精之進;清水, 世信
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
福井, 悠人
2020.11.23
王, 冰;林, 億
2013.03.06
片桐, 翔治
2020.08.28
野田, 敦子;高橋, 淳子;鈴木, 貴恵;岩本, 祥子;佐藤, 由
2018.10.19
向津, 隆規
2015.07.30
小野, 真史
2014.06.30
清水, 教一
2019.10.17
東邦大学医学会編集委員会
2016.07.27
ウル クライシ, リーシャン
2017.04.24
五郎丸(新海), 美智子;石川, 稚佳子;一場, 秀章;岩佐,2017.08.16
Shuichiro, Matoba;Hiroya, Kuroyanagi;Jin, Mor 2018.09.21
朱, 巽;朱, 鳳台
2013.03.06
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
清水, あさみ
2017.09.13
金子, 奉暁
2018.11.12
東邦大学医学会編集委員会
2014.04.14
市山, 陽子
2017.08.16
天野, 雄一;中嶋, 均
2014.02.24
齊藤, 芙美
2018.05.08
小野田, 稔久
2016.03.29
佐々木, 雄毅
2014.12.15
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
佐藤,恭輔
2015.01.27
中嶋, 均
2013.11.13
塩川, 洋之;船橋, 公彦;小池, 淳一;牛込, 充則;金子, 奉
2019.02.08
小池, 牧子
2018.05.08
The Medical Society of Toho University
2019.02.08
恒岡, 洋右
2015.08.14
山口, 和久
2016.06.16
小峰, 由美子
2014.10.09
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.19
The Medical Society of Toho University
2017.06.15
東邦看護学会編集委員会
2018.10.19
Makiko, Koike;Hideki, Koike;Masaya, Shinohara2018.09.21
小倉, 剛久
2017.08.18
&#40852;廷賢
2013.03.06
三輪, 尚史
2013.11.13
小林, 篤
2015.09.28
高橋, 啓
2018.10.04
山口, 真司;藤田, かほ里;清田, 和弘;工藤, 由花
2017.09.13
楠見, ひとみ
2016.01.27
田形, 弘実
2020.08.28
Yoichi, Nakamura;Ryohei, Watanabe;Miwa, Kat2017.02.23
塩野, 直之
2015.06.16
小田, 采佳
2020.08.19
坂本, 典昭
2020.09.23
若林, 徹;川島, 辰男;松澤, 康雄
2018.02.26
近藤,元就
2020.10.24
本間, 棗軒
2013.03.06
長谷, 弘記
2017.09.13
天野, 雄一
2015.07.08
楠見, ひとみ
2014.12.19
北原, 健
2015.07.30
坂本, 理之
2018.11.12
The Medical Society of Toho University
2015.06.03
杉浦, 孝広
2019.06.19
難波江, 功二
2014.08.02
清水, 沙弥香;吉野, 英莉花;細沼, 咲希;内藤, 智子;岡 2020.09.23
Kunze Karl Ferdinand.;林, 洞海;石川, 良信;石黒, 2013.03.06
長島, 義宜
2016.06.16
嵯峨, 幸夏
2020.03.31
節原, 光江;古賀, 亜希子;三田, 乃理子;小椋, 遼治;山 2019.11.08
三好, 嗣臣
2020.01.28
二瓶, 大
2018.05.07
The Medical Society of Toho University
2020.09.08
彭, 程
2019.04.05
大岡, 和広
2014.05.28
小林, 加寿子
2017.04.03
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.19
田中, 美穂
2020.02.13
金子, 弘真
2017.06.19
岡本, 陽祐
2016.06.16
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
高林, 一浩
2016.06.16
香川, 修庵
2013.03.06
木原, 英雄
2020.08.28
林, 明照
2020.05.21
齊藤, 芙美
2018.12.25
戸部, 美起
2016.04.25
小原, さやか
2019.05.10
冠木, 敬之
2017.05.09

Toho Journal of Medicine VoTD39445744
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD39562797
医学部生執筆論文 2019年度 TD39605605
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD39624917
Toho Journal of Medicine VoTD39629058
学位論文 博士論文 医学研究科TD39687457
学位論文 博士論文 薬学研究科TD39811302
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD39834827
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD39878245
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD39917665
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD39958952
学位論文 博士論文 薬学研究科TD39965491
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD40002809
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD40010662
学位論文 博士論文 医学研究科TD40048483
額田文庫
TD40137185
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD40138247
学位論文 博士論文 医学研究科TD40185975
額田文庫
TD40362396
学位論文 博士論文 医学研究科TD40402351
東邦看護学会誌 第15巻
TD40432014
学位論文 博士論文 医学研究科TD40491498
学位論文 博士論文 医学研究科TD40507136
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD40519330
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD40519872
学位論文 博士論文 医学研究科TD40539520
東邦大学教養紀要 第48号
TD40553512
Toho Journal of Medicine VoTD40569063
額田文庫
TD40588248
東邦看護学会誌 第12号
TD40615110
東邦看護学会誌 第14巻
TD40629578
学位論文 博士論文 医学研究科TD40654073
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD40776344
東邦大学教養紀要 第48号
TD40912545
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD40931542
学位論文 博士論文 医学研究科TD40954940
学位論文 博士論文 薬学研究科TD40969719
学位論文 博士論文 医学研究科TD41015184
額田文庫
TD41055176
学位論文 博士論文 薬学研究科TD41056083
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD41096009
東邦医学会雑誌 第65巻 4号(pTD41125423
学位論文 博士論文 医学研究科TD41133636
Toho Journal of Medicine VoTD41136822
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD41247451
学位論文 博士論文 医学研究科TD41268971
学位論文 博士論文 医学研究科TD41279373
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD41338100
Toho Journal of Medicine VoTD41394251
東邦看護学会誌 第15巻
TD41423464
Toho Journal of Medicine VoTD41509842
学位論文 博士論文 医学研究科TD41574664
額田文庫
TD41629872
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD41635364
学位論文 博士論文 理学研究科TD41636700
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD41729944
東邦看護学会誌 第14巻
TD41730860
学位論文 博士論文 看護学研究TD41854106
学位論文 博士論文 医学研究科TD41858538
Toho Journal of Medicine VoTD41967365
東邦大学教養紀要 第46号
TD42003740
医学部生執筆論文 2019年度 TD42028183
学位論文 博士論文 医学研究科TD42085894
雑誌掲載論文
TD42134094
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD42186322
額田文庫
TD42231368
東邦看護学会誌 第14巻
TD42313007
学位論文 博士論文 医学研究科TD42361504
学位論文 博士論文 看護学研究TD42439303
学位論文 博士論文 医学研究科TD42448283
学位論文 博士論文 医学研究科TD42482709
Toho Journal of Medicine VoTD42504476
学位論文 博士論文 医学研究科TD42539185
学位論文 博士論文 医学研究科TD42549683
東邦看護学会誌 第17巻
TD42579272
額田文庫
TD42587385
学位論文 博士論文 医学研究科TD42604663
学位論文 博士論文 理学研究科TD42662159
東邦看護学会誌 第16巻
TD42664646
学位論文 博士論文 医学研究科TD42791810
学位論文 博士論文 医学研究科TD42884341
Toho Journal of Medicine VoTD42884397
学位論文 博士論文 薬学研究科TD42920469
学位論文 博士論文 薬学研究科TD42950108
学位論文 博士論文 薬学研究科TD42950256
東邦医学会雑誌 第65巻 3号(pTD43083741
東邦大学健康科学ジャーナル 第 TD43096280
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD43131440
学位論文 博士論文 医学研究科TD43214393
東邦看護学会誌 第12号
TD43214775
学位論文 博士論文 医学研究科TD43220886
額田文庫
TD43429825
学位論文 博士論文 医学研究科TD43432787
東邦医学会雑誌 第67巻 1号(pTD43440605
学位論文 博士論文 医学研究科TD43491797
学位論文 博士論文 医学研究科TD43504985
学位論文 博士論文 医学研究科TD43724028
学位論文 博士論文 医学研究科TD43746837

Levels of circulating soluble LR11, a regulator of smooth muscle cell m
子宮頸がんの予防
Occupational stress among healthcare workers in Japan
第152回東邦医学会例会
Pirfenidone for acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: A
ミトコンドリア呼吸鎖複合体I～IVに対するゲル内活性検出法の改良およびスーパーコ
Chest high-resolution CT findings of microscopic polyangiitis: A Japane
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, Citr
A病院の循環器専門病棟における慢性心不全患者の再入院に関する増悪因子の特徴
中学生を対象とした質の高い心臓マッサージ法の習得を目指した心肺蘇生講習会の
Toho Journal of Medicine Vol. 6 No. 3 掲載論文の紹介
Toho Journal of Medicine: The New Official English Publication of the M
モンゴル医療協力の報告
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
Immunohistochemical assessment of a unique basal pattern of p53 ex
Contents
本草綱目 第17巻
生命科学:これまでの50年から見た未来
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
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
第68回東邦医学会総会 シンポジウム:耳鼻咽喉科領域の内視鏡医療の発展-耳科手
Molecular characterization of IMP-1-producing Enterobacter cloacae co
炎症性腸疾患治療戦略の変遷
Create and Share:内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野(大森)
古今醫統大全 巻之30-34
Daytime nap controls toddlers' nighttime sleep
Changes in Streptococcus pneumoniae serotypes in the nasopharynx o
本草綱目 第34巻
Toho Journal of Medicine Vol. 4 No. 2 掲載論文の紹介
A大学病院における日勤看護師の看護業務量調査
Molecular analysis of the integrons of metallo-β-lactamase-producing
外科醫法 巻8
Curcumin inhibits age-related vascular changes in aged mice fed a hig
第14回佐倉神経精神セミナー(東邦大学医学会分科会)
Clinicopathological and prognostic significance of MUC13 and AGR2 ex
第154回東邦医学会例会
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
Stromal Fibroblasts Produce Interleukin-11 in the Colon of TNBS-treat
第70回東邦医学会総会内東邦大学医療センター大森病院CPC:診断に苦慮した肺高
東邦大学医療センター大森病院救命救急センターの自己所有内視鏡管理に関する検
Clinicopathological and prognostic significance of MUC13 and AGR2 ex
Factors associated with the loss of response to infliximab in patients w
第68回東邦医学会総会 シンポジウム:耳鼻咽喉科領域の内視鏡医療の発展-耳科手
第13回東邦看護学会学術集会プログラム
編集室からのお知らせ
Cardio-Ankle Vascular Index is Independently Associated with Future C
Comprehensive biomarkers for personalized treatment in pulmonary la
原病學通論 巻之5
Histological phenotype is correlated with the wall-invasion pattern of g
誤飲による食道内大型有鉤義歯に対する胸腔鏡下異物摘出術の1例
本草綱目 第21巻-第23巻
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
TCRαβ+腸上皮間リンパ球の分化と動態:CD8αα+細胞を中心に
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
第145回東邦医学会例会 教育講演:モデル動物を用いた親子関係の神経生物学 親
投稿原稿チェックリスト
第70回東邦医学会総会 シンポジウム:臓器移植における基礎と臨床-最近の知見 腎
編集後記
Nasal methicillin-resistant S.aureus is a major risk for mediastinitis in
Pharmacological characterization of microminipig as a model to assess
理禮氏藥物學 卷之1
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
第14回東邦大学医療センター佐倉病院内科学講座例会および第11回東邦医学会佐
モラクセラ・カタラーリスのキノロン耐性に関わる分子機構の解明
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
第146回東邦医学会例会 パネルディスカッション:肺血管リモデリングの発症機序に迫
Expression and function of chemerin in the synovial tissues of patients
肺癌の最新治療
Cover
看護学学士課程卒業時から就職後1年間における看護基本技術到達度と職場への適
順天堂醫事雑誌 巻4
古今醫統大全 巻之95
Why can dl-Sotalol prolong the QT interval in vivo despite its weak inh
化学療法でDisseminated Intravascular Coagulation(DIC)の改善と長期生存
内科簡明 巻之8
ネクロプトーシスにともなうDAMPs放出機構のイメージング
Diagnostic potential of near-infrared Raman spectroscopy for colon ca
聴覚研究の歩みと内視鏡耳科手術の開発
Molecular hydrogen alleviates cellular senescence in endothelial cells
外科各論 巻4
第152回東邦医学会例会 : 当番教室企画 : 東邦大学三病院における呼吸器外科の
七新藥 中巻
第152回東邦医学会例会 : 当番教室企画 : 東邦大学三病院における呼吸器外科の
葉酸ポリグルタメート合成酵素は,関節リウマチ患者の細胞内メトトレキサートポリグル
Concordance of patient-reported joint symptoms, physician-examined
顕微分光技術を利用した造粒メカニズム解明に関する研究
Psychosocial functioning of persons who develop serious mental illness
Aryl hydrocarbon receptor mediates indoxyl sulfate- induced cellular s
わが国の創薬推進を考える
Characteristics of motivation and their impacts on the functional outco
マウスの子宮NK細胞は妊娠6日目に著明に減少する
Characterization of in-stent neointimal tissue components following dr
Implication of overexpression of dishevelled-associated activator of m
Irbesartanは実験的自己免疫性神経炎を抑制する
第70回東邦医学会総会 シンポジウム:臓器移植における基礎と臨床-最近の知見 腎
落合亮一先生ご略歴

0
0
0
5
0
3
3
1
32
7
10
3
1
3
12
0
0
0
0
26
1
51
6
17
11
0
5
0
0
0
55
11
0
9
1
1
3
6
9
18
1
1
1
3
1
0
0
7
0
1
7
0
10
30
0
2
2
1
1
0
0
0
0
3
26
3
27
8
7
0
0
8
0
0
1
16
0
0
0
6
2
0
1
0
1
10
1
34
2
5
0
3
13
1
1
2
8
12

原田, 雅史
2020.01.28
木下, 俊彦
2018.10.04
伊藤, 慎也
2014.06.30
東邦大学医学会編集委員会
2019.02.08
古谷, 賢太
2020.01.28
原, 司
2020.03.31
堀(鈴木), 亜衣香
2020.12.03
宇垣, 多恵
2015.03.23
杉田, 香代子
2016.12.15
蓮尾, 拓也;藤井, 弥生
2020.09.23
宮本, 毅治;山田, 亨;長澤(萩原), 美帆子;杉山, 篤;山 2019.11.08
東邦大学医学会編集委員会
2020.10.24
Atsushi, Sugiyama
2015.06.03
八木, 文彦
2020.01.15
蛭間, 慶
2015.04.13
小林, 俊介
2018.04.24
The Medical Society of Toho University
2015.10.21
李, 時珍
2013.03.06
高松, 研
2018.03.22
小林, 加寿子
2017.10.13
松尾, 和廣
2015.08.03
和田, 弘太
2015.06.03
青木, 弘太郎
2018.12.25
鈴木, 康夫
2018.10.04
弘世, 貴久
2015.01.06
徐, 春甫
2013.03.06
中川, 真智子
2017.04.24
上野, 正浩
2014.08.02
李, 時珍
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
和賀, 一騎;富井, 秋子;石原, 喜代美;正木, 美紀子;上 2019.11.08
眞野, 容子
2015.07.08
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
高野, 研一郎
2019.05.10
東邦大学医学会編集委員会
2019.02.08
沼尾(三登), 久美子
2019.10.11
東邦大学医学会編集委員会
2020.01.15
間瀬, 由記
2017.04.11
Takeda, Wakami;Nishina, Takashi;Deguchi, Yu 2020.10.24
宮下, 弘;栃木, 直文;名取, 一彦;小林, 正周;太田, 宏樹
2017.09.04
横室, 浩樹;鈴木, 銀河;豊田, 幸樹年;一林, 亮;佐藤, 大
2017.09.04
沼尾(三登), 久美子
2019.10.11
曽野, 浩治
2015.07.30
水上(安田), 真美子
2015.06.03
東邦看護学会編集委員会
2014.10.03
東邦大学医学会編集委員会
2016.01.21
佐藤, 悠太
2017.05.09
牧野, 崇
2018.07.19
Ermerins Christian Jacob;村治, 重厚;熊谷, 直温;安2013.03.06
鳥羽, 崇仁
2016.04.25
三浦, 康之;鈴木, 隆;吉田, 公彦;大嶋, 陽幸;谷島, 聡;2020.08.26
李, 時珍
2013.03.06
田口, 貴大
2014.03.24
長谷川, 健
2012.07.20
岡本, 絢香
2020.08.19
大澤, 舞
2013.07.22
堤(吉田), さちね
2015.08.14
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
宍戸, 清一郎
2017.10.18
東邦大学医学会編集委員会
2016.01.21
片柳, 智之
2015.09.19
横山, 浩史
2017.05.09
Riley, John Campbell;小林, 義直
2013.03.06
恒田, 杏子
2012.07.27
東邦大学医学会編集委員会
2019.08.10
山田, 景土
2018.05.08
平野, 恵美子
2015.06.16
堀之内, 孝広;東, 恒仁;真崎, 雄一;三輪, 聡一
2015.10.21
鏑木, 誠
2015.07.07
柳原, 里帆
2020.08.19
The Medical Society of Toho University
2016.01.21
村上, 好恵;出野, 慶子;福島, 富士子;岸, 恵美子;横井 2020.09.23
2013.03.06
徐, 春甫
2013.03.06
片木, 淳
2016.06.16
小林, 康次郎;菊池, 由宣;池原, 孝;三村, 享彦;木村, 隆
2015.08.14
Kunze Karl Ferdinand.;林, 洞海;石川, 良信;石黒, 2013.03.06
村井, 晋
2020.08.26
高林, 一浩
2016.04.25
枝松, 秀雄
2016.04.28
原, 文彦
2018.08.13
足立, 寛
2013.03.06
長島, 誠;平沼, 彩子
2019.04.25
司馬, 凌海
2013.03.06
東, 陽子;大塚, 創
2019.04.25
山本, 竜大
2018.10.04
平田, 絢子
2018.07.03
加納, 健雄
2015.01.15
蓮舎, 寛子
2016.06.16
小泉, 雅之
2014.06.30
藤岡, 俊樹
2015.01.06
戸部, 美起
2016.06.16
高島, 明子
2015.06.03
荒木, 正
2015.11.30
矢内, 俊
2018.05.08
北薗, 久雄
2014.06.30
鈴木, 秀明
2017.10.18
東邦大学医学会編集委員会
2020.05.21

学位論文 博士論文 医学研究科TD43875209
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD43929200
学位論文 博士論文 医学研究科TD43976145
東邦医学会雑誌 第65巻 4号(pTD44002391
学位論文 博士論文 医学研究科TD44019303
学位論文 博士論文 理学研究科TD44043797
学位論文 博士論文 医学研究科TD44078615
学位論文 修士論文 医学研究科TD44079443
学位論文 修士論文 医学研究科TD44079444
東邦看護学会誌 第17巻
TD44155383
東邦看護学会誌 第16巻
TD44187954
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD44209383
Toho Journal of Medicine VoTD44219233
東邦医学会雑誌 第66巻 4号(pTD44235253
学位論文 修士論文 理学研究科TD44267721
学位論文 博士論文 医学研究科TD44418287
Toho Journal of Medicine VoTD44486636
額田文庫
TD44493876
東邦医学会雑誌 第64巻 4号(pTD44565571
学位論文 博士論文 薬学研究科TD44583862
学位論文 博士論文 薬学研究科TD44755323
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD44962734
学位論文 博士論文 医学研究科TD45004862
東邦医学会雑誌 第65巻 1号(pTD45053201
東邦医学会雑誌 第61巻 6号(pTD45081398
額田文庫
TD45145081
学位論文 博士論文 医学研究科TD45156393
学位論文 博士論文 医学研究科TD45181116
額田文庫
TD45187721
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD45270590
東邦看護学会誌 第16巻
TD45290040
学位論文 博士論文 医学研究科TD45325091
額田文庫
TD45342069
学位論文 博士論文 医学研究科TD45351724
東邦医学会雑誌 第65巻 4号(pTD45384832
学位論文 博士論文 医学研究科TD45390419
東邦医学会雑誌 第66巻 4号(pTD45634900
学位論文 博士論文 看護学研究TD45671504
Toho Journal of Medicine VoTD45782806
東邦医学会雑誌 第64巻 2号(pTD45881924
東邦医学会雑誌 第64巻 2号(pTD45888887
学位論文 博士論文 医学研究科TD45956072
学位論文 博士論文 医学研究科TD46009419
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD46056224
東邦看護学会誌 第11号
TD46174044
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD46192772
学位論文 博士論文 医学研究科TD46193303
学位論文 博士論文 医学研究科TD46228938
額田文庫
TD46264652
学位論文 博士論文 医学研究科TD46286369
東邦医学会雑誌 第67巻 2号(pTD46320302
額田文庫
TD46337444
学位論文 修士論文 理学研究科TD46343803
学位論文 修士論文 理学研究科TD46351042
医学部生執筆論文 2019年度 TD46444301
東邦大学教養紀要 第44号
TD46460817
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD46471457
東邦看護学会誌 第12号
TD46487668
東邦医学会雑誌 第64巻 3号(pTD46496621
東邦医学会雑誌 第62巻 4号(pTD46520625
学位論文 博士論文 医学研究科TD46596048
学位論文 博士論文 医学研究科TD46600005
額田文庫
TD46616507
雑誌掲載論文
TD46619674
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD46629542
学位論文 博士論文 理学研究科TD46668080
東邦大学教養紀要 第46号
TD46682022
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD46685345
学位論文 博士論文 医学研究科TD46788527
医学部生執筆論文 2019年度 TD46792636
Toho Journal of Medicine VoTD46841729
東邦看護学会誌 第17巻
TD46856744
額田文庫
TD46858662
額田文庫
TD46954573
学位論文 博士論文 医学研究科TD46968627
東邦医学会雑誌 第62巻 2号(pTD46973077
額田文庫
TD47033888
東邦医学会雑誌 第67巻 2号(pTD47114849
学位論文 博士論文 医学研究科TD47160814
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD47161548
学位論文 博士論文 医学研究科TD47283618
額田文庫
TD47298473
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD47388722
額田文庫
TD47394250
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD47404633
東邦医学会雑誌 第65巻 1号(pTD47409604
学位論文 博士論文 医学研究科TD47420812
学位論文 博士論文 薬学研究科TD47433276
学位論文 博士論文 医学研究科TD47521379
学位論文 博士論文 医学研究科TD47588825
東邦医学会雑誌 第61巻 6号(pTD47655689
学位論文 博士論文 医学研究科TD47819696
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD47866155
学位論文 博士論文 医学研究科TD47889302
学位論文 博士論文 医学研究科TD47893110
学位論文 博士論文 医学研究科TD47906016
東邦医学会雑誌 第64巻 3号(pTD47923575
東邦医学会雑誌 第67巻 1号(pTD48039670

学位(博士)授与の記録
第14回佐倉神経精神セミナー(東邦大学医学会分科会)
投稿用表紙
落合亮一教授送別の辞
外科各論 巻2
臨床生理機能学研究室(大森):CAVI発祥の研究室;血管機能～心機能への新たな挑
エンパグリフロジンの間欠投与がコントロール不良の2型糖尿病患者の食事の自己管
Declining prevalence of coronary artery disease in incident dialysis pat
Angiotensin(1-7)のヒト単球を介した抗炎症作用と, Th1細胞分化抑制効果
Impacts of surgically performed renal denervation on the cardiovascul
Cost of illness of the stomach cancer in Japan - a time trend and futur
Localization of α7 nicotinic acetylcholine receptor immunoreactivity on
The effect of nitroglycerin on arterial stiffness of the aorta and the fem
投稿規定
Worldwide lineages of clinical pneumococci in a Japanese teaching hos
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
Clinical significance of serum autoantibodies against Ras-like GTPases
Rhythm versus rate control strategies regarding anticoagulant use in e
急性胃腸炎における感染と腸内細菌叢の検討-急性胃腸炎1024例の解析結果から
第145回東邦医学会例会内東邦大学医療センター大森病院CPC:収縮性心外膜炎の
本草綱目 第18巻
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
11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Ass
Prognostic significance of serum biomarkers in rectal cancer patients t
Influence of axial length on ganglion cell complex (GCC) thickness and
University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA:フィラデルフィア留学
Toho Journal of Medicine Vol. 3 No.4 掲載論文の紹介
泌尿器科学講座(佐倉):More than expected
第146回東邦医学会例会 パネルディスカッション:肺血管リモデリングの発症機序に迫
古今醫統大全 巻之13
「生きがい」が疾病発生・健康にもたらす影響
Sorafenib treatment for patients with RET fusion-positive non-small ce
類似性に基づく構造型Bloomフィルタのコスト削減方式
Professor Special Lecture: 71st Annual Meeting of the Medical Society
がん生殖医療
Angiotensin II がモルモット肺静脈心筋自動能に与える影響
Nature Publishing GroupにおけるPay Per ViewサービスAODの利用評価:外国
Occurrence and Mechanism of Fluorescence Enhancement of Polycyclic
2018年度東邦看護学会研究奨励金 第18回東邦看護学会学術集会賞
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
Fatty acid desaturase 2 is up-regulated by the treatment with statin th
Trends in hospital standardized mortality ratios for stroke in Japan bet
Differences in innervated neurons of the internal anal sphincter based
Endogenous IL -17 as a factor determining the severity of Clostridium
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
第149回東邦医学会例会
鉄(IV)ポルフィリンと鉄(III)ポルフィリンラジカルの平衡の発見:高原子価鉄ポルフィ
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
Editorial Board
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
培養細胞播種・生体吸収性ポリマーによるバイオ心血管グラフト
Evaluation of antimicrobial prophylaxis against postoperative infection
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
凍結乾燥製剤に適した新規添加剤の探索と製法の最適化
Subcutaneous adipose tissue adipokines are associated with the meta
医師になる志を高める教育プログラムの開発と成果について : キャリア教育、探究学
The relationship between vasomotor symptoms and menopause-assoc
2018年度研究奨励金募集要項
温疫論 巻之2
Distribution and antimicrobial susceptibility profile of extended-spectru
Effect of androgen deprivation therapy on arterial stiffness and serum
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
第18回東邦看護学会学術集会のご案内
Effect of inhaled N-acetylcysteine monotherapy on lung function and r
Association of Obstructive Sleep Apnea Syndrome with Trapezius Musc
Contents
第12号査読者一覧
Haemoglobin A1c and hearing impairment: Longitudinal analysis using
第149回東邦医学会例会内大森病院CPC 肺癌治療中に胸水増多により治療に難渋
Genome-wide DNA methylation analysis in obese women predicts an e
Does preoperative low HbA1c predict esophageal cancer outcomes?
巻頭言の撤回とお詫び
病理医の現況と未来
東邦大学医療センター大森病院における小児科医,臨床心理士,精神科医による連携
Macular vessel density in untreated normal tension glaucoma with a h
A new species of the genus Arhynchite (Annelida, Echiura) from sandy
第68回東邦医学会総会内東邦大学医療センター大森病院CPC 大腸癌術後の経過中
Supplementation with Oral Magnesium Oxide, 750 - 1980 mg Daily, D
古今醫統大全 巻之99-100
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
第142回東邦医学会例会 シンポジウム:周期性の生命科学 時計分子医療に向けて
第17回東邦看護学会学術集会のご案内
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2:今後に求められ
第144回東邦医学会例会 特別講演:関節軟骨再生医療の現状と将来展望
Evolution of diversity driven by secondary effects of adaptation
Haemophilus Influenzae菌による髄膜炎発症機序の解析
第67回東邦医学会総会 パネルディスカッション:当科では臨床実習をこう行っている
Prevalence and clinicoradiological profiles of respiratory dysfunction in
アポトーシス細胞による炎症応答に対する老化の影響
第67回東邦医学会総会 パネルディスカッション:当科では臨床実習をこう行っている
編集後記
第69回東邦医学会総会 企画特別講演 老年期女性の大腸癌・乳癌とエストロゲン
Daytime nap controls toddlers' nighttime sleep
第67回東邦医学会総会 パネルディスカッション:当科では臨床実習をこう行っている
五島瑳智子先生追悼文
第146回東邦医学会例会

0
3
0
10
0
10
4
0
7
1
2
3
3
1
1
1
15
6
3
31
0
1
1
2
1
0
12
2
1
0
1
1
7
0
3
1
2
0
1
0
4
4
1
0
24
9
1
10
0
5
16
1
0
2
82
1
0
0
0
0
1
0
1
0
2
3
0
0
0
1
1
1
9
12
7
1
7
0
1
0
17
0
0
0
0
3
1
2
1
4
2
0
0
0
2
2
1
9

東邦大学医学会編集委員会
2017.02.21
東邦大学医学会編集委員会
2020.01.15
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
佐藤, 暢一
2020.05.21
足立, 寛
2013.03.06
原田, 昌彦
2019.02.08
熊代, 尚記
2020.08.26
岩〓, 昌樹
2016.04.25
花城, 里依
2019.12.26
和田, 剛
2016.12.21
芳賀, 香代子
2014.08.02
村上, 邦夫
2014.06.30
山本, 智幸
2018.07.03
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
柏谷, 淳
2016.07.26
舩渡川, 智之;山口, 大樹;片桐, 直之;辻野, 尚久;根本 2016.11.25
名波, 竜規
2016.06.16
湯澤, ひとみ
2020.12.03
中嶋, 均;渡邉, 利泰;瓜田, 純久
2019.04.25
八尾, 進太郎;二本柳, 康博;名取, 一彦;栃木, 直文;住 2017.06.19
李, 時珍
2013.03.06
柚原, 剛
2014.04.25
松清, 大
2014.07.18
的場, 周一郎
2018.05.08
竹山, 明日香
2015.07.22
福田, 雄介
2014.08.13
東邦大学医学会編集委員会
2018.03.22
鈴木, 啓悦
2014.07.18
山村, 彩;山村, 寿男
2015.10.21
徐, 春甫
2013.03.06
熊谷, 美咲
2020.08.19
堀池, 篤
2019.05.10
佐久間, 洋
2012.07.20
Akira, Iyoda
2018.09.21
片桐, 由起子
2019.10.17
田中, 悠介
2020.03.25
橋本, 郷史
2015.10.26
柳下, 真由子
2013.04.15
東邦看護学会編集委員会
2019.11.08
東邦看護学会編集委員会
2017.09.13
田中, 翔
2020.11.23
Amin, Rebeka
2020.12.03
金子, 奉暁
2019.05.11
中川, 知亮
2018.05.09
萩原, 美帆子
2017.10.13
東邦大学医学会編集委員会
2017.09.04
池〓, 章
2015.06.03
山下, 博之
2014.05.28
The Medical Society of Toho University
2016.01.21
東邦看護学会編集委員会
2017.09.13
平野, 恵美子
2014.03.20
小澤, 司
2018.01.23
飯田, 泰明
2017.01.26
奥原, 秀盛
2017.09.13
藤井, 香穂梨
2016.02.12
三津山, 信治
2015.06.29
押尾, 勲
2020.09.03
大和田, 聡子
2015.07.30
東邦看護学会編集委員会
2018.10.19
呉, 有性
2013.03.06
金山, 明子
2015.06.29
岡, 了
2016.09.26
岸, 太一;中田, 亜希子;吉原, 彩;岡田, 弥生;土井, 範子
2017.06.19
東邦看護学会編集委員会
2018.10.19
村松, 陽子
2016.06.16
高井, 雄二郎;山城, 義広;佐藤, 大輔;福永, 俊二;小林 2014.11.14
The Medical Society of Toho University
2016.01.21
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
長濱, さつ絵
2019.05.10
関谷, 宗之;定本, 聡太;名取, 一彦
2017.10.18
長島, 克
2020.05.02
高地, 良介
2020.09.23
東邦大学医学会編集委員会
2020.10.24
三上, 哲夫
2014.07.18
橋本, 卓史;小嶋, 靖子;飯野, 久美;渡辺, 信堅;舩渡川 2017.10.18
内田, 望
2020.08.28
田中, 正敦;西川, 輝昭
2013.10.24
鏡, 哲;三上, 哲夫;松田, 聡;名取, 一彦;藤代, 健太郎;2015.10.21
Kosuke, Nishizawa;Yoshiki, Arita;Hideaki, Shim2017.02.23
徐, 春甫
2013.03.06
金子, 真隆;野澤, 武司;高遠, 節夫
2014.03.20
青池, 望
2014.06.30
田丸, 輝也
2013.11.13
東邦看護学会編集委員会
2017.09.13
岸, 太一;中田, 亜希子;吉原, 彩;岡田, 弥生;土井, 範子
2017.06.19
中川, 晃一
2014.11.14
香川, 幸太郎
2015.09.28
宮〓, 修一
2016.04.28
高井, 雄二郎
2014.02.24
澤田, 雅裕
2018.12.25
高橋, 澪
2013.02.08
中嶋, 均
2014.02.24
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
本間, 尚子
2016.04.28
中川, 真智子
2018.05.07
天野, 雄一;端詰, 勝敬;小田原, 幸;坪井, 康次
2014.02.24
東邦看護学会編集委員会
2016.09.23
東邦大学医学会編集委員会
2015.10.21

東邦医学会雑誌 第63巻 4号(pTD48073413
東邦医学会雑誌 第66巻 4号(pTD48082176
東邦看護学会誌 第12号
TD48131161
東邦医学会雑誌 第67巻 1号(pTD48174938
額田文庫
TD48184913
東邦医学会雑誌 第65巻 4号(pTD48190005
東邦医学会雑誌 第67巻 2号(pTD48191900
学位論文 博士論文 医学研究科TD48199967
学位論文 博士論文 医学研究科TD48202687
学位論文 博士論文 医学研究科TD48218292
学位論文 博士論文 医学研究科TD48311300
学位論文 博士論文 医学研究科TD48483466
学位論文 博士論文 医学研究科TD48493970
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD48504535
学位論文 博士論文 医学研究科TD48517286
東邦医学会雑誌 第63巻 3号(pTD48528964
学位論文 博士論文 医学研究科TD48536834
学位論文 博士論文 医学研究科TD48644454
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD48647607
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD48678249
額田文庫
TD48706544
学位論文 博士論文 理学研究科TD48710295
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD48718801
学位論文 博士論文 医学研究科TD48795734
学位論文 博士論文 医学研究科TD48831719
東邦医学会雑誌 第61巻 4号(pTD48886059
東邦医学会雑誌 第64巻 4号(pTD48896145
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD48990730
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD48994448
額田文庫
TD48999598
医学部生執筆論文 2019年度 TD49046222
学位論文 博士論文 医学研究科TD49139955
学位論文 修士論文 理学研究科TD49148099
Toho Journal of Medicine VoTD49178592
東邦医学会雑誌 第66巻 3号(pTD49190326
学位論文 博士論文 薬学研究科TD49212613
雑誌掲載論文
TD49255146
学位論文 修士論文 理学研究科TD49397858
東邦看護学会誌 第16巻
TD49505314
東邦看護学会誌 第14巻
TD49510351
学位論文 博士論文 医学研究科TD49567406
学位論文 博士論文 医学研究科TD49615756
学位論文 博士論文 医学研究科TD49686381
学位論文 博士論文 医学研究科TD49720580
学位論文 博士論文 薬学研究科TD49801062
東邦医学会雑誌 第64巻 2号(pTD49928098
東邦医学会雑誌 第62巻 1号(pTD49958149
学位論文 博士論文 薬学研究科TD49967100
Toho Journal of Medicine VoTD50024447
東邦看護学会誌 第14巻
TD50041076
東邦大学教養紀要 第45号
TD50041268
雑誌掲載論文
TD50137329
学位論文 博士論文 医学研究科TD50148891
学位論文 博士論文 看護学研究TD50187591
学位論文 博士論文 薬学研究科TD50194087
学位論文 博士論文 医学研究科TD50233124
東邦大学教職教育研究 第2号 TD50308965
学位論文 博士論文 医学研究科TD50312531
東邦看護学会誌 第15巻
TD50316183
額田文庫
TD50361100
学位論文 博士論文 医学研究科TD50409043
学位論文 博士論文 医学研究科TD50437484
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD50468674
東邦看護学会誌 第15巻
TD50578794
学位論文 博士論文 医学研究科TD50595779
東邦医学会雑誌 第61巻 5号(pTD50643177
Toho Journal of Medicine VoTD50745976
東邦看護学会誌 第12号
TD50765267
学位論文 博士論文 医学研究科TD50766251
東邦医学会雑誌 第64巻 3号(pTD50791268
学位論文 博士論文 医学研究科TD50843429
学位論文 博士論文 医学研究科TD50890304
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD50920620
東邦医学会雑誌 第61巻 3号(pTD50928013
東邦医学会雑誌 第64巻 3号(pTD50930929
学位論文 博士論文 医学研究科TD50975376
雑誌掲載論文
TD51017510
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD51032125
Toho Journal of Medicine VoTD51178109
額田文庫
TD51201158
東邦大学教養紀要 第45号
TD51222410
学位論文 博士論文 医学研究科TD51248450
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD51370173
東邦看護学会誌 第14巻
TD51432798
東邦医学会雑誌 第64巻 1号(pTD51473835
東邦医学会雑誌 第61巻 5号(pTD51520783
学位論文 博士論文 理学研究科TD51533990
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD51558179
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD51702432
学位論文 博士論文 医学研究科TD51729203
学位論文 修士論文 理学研究科TD51738862
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD51774176
東邦看護学会誌 第12号
TD51824053
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD51840296
学位論文 博士論文 医学研究科TD51863703
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD51865490
東邦看護学会誌 第13号
TD51890217
東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD51911105

学位授与
ヒト終末期特発性肺動脈性肺高血圧症と比較した肺血管改築誘発マウスモデルに関
ステロイド療法下の血清可溶性RANKLの変動は骨芽細胞での発現調節を反映する
Dose Distribution Evaluation of Internal Target Volume in Stereotactic
The prognostic impact of the controlling nutritional status (CONUT) sc
Effect of phosphodiesterase-3 inhibition on experimental autoimmune
Evaluation of biliary anatomy in the caudate lobe using drip infusion c
Utility of the SYNTAX score in predicting outcomes after coronary inter
Linagliptin improves endothelial function in patients with type 2 diabet
古今醫統大全 巻之94
学位授与
外科醫法 巻3
Associations of personality traits with the capacity-performance discre
本草綱目 第31巻-第33巻
Femoral Nerve Pulsy due to Iliopsoas Muscle Hematoma: A Minmi Lite
第13回東邦看護学会学術集会 一般演題プログラム
Relationship between the direction of ophthalmic artery blood flow and
無床診療所における看護師の安全文化
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
Professor Special Lecture: 151st Regular Meeting of the Medical Societ
Changes in the blood flow of the optic nerve head induced by different
東邦大学教養紀要投稿規定
Relationships between retinal break locations and the shapes of the de
緑膿菌臨床分離株におけるフルオロキノロン耐性に関する研究
病理各論 巻5
Guidelines for Submissions to the Toho Journal of Medicine
Uterine natural killer cells severely decrease in number at gestation da
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
Efficacy and Safety of De Novo Everolimus Versus Mycophenolate Mofe
英文目次
マウス心室筋収縮のアドレナリンα受容体刺激応答の機序および発達変化
Development, reliability, and validity of a tool for the assessment of et
外科各論 巻9
診斷捷徑 1
Pancreatic Insulinoma Associated with Stenosis of the Celiac Axis Due
Changes in Bruch's membrane opening-minimum rim width after redu
投稿規定
編集後記
雑誌『埼玉教育』の成立経緯とその意義
2013年度東邦看護学会研究奨励金および学術集会賞受賞者
第69回東邦医学会総会 シンポジウム:皮膚バリア機能と老化の科学 座長のことば
Low-dose low-scattering X-ray computed tomography with high-spatia
Relationship between fatigue and EMG activity in triceps surae during
Relationships among ocular blood flow shown by laser speckle flowgra
Folylpolyglutamate synthase is a major determinant of intracellular me
学位(博士)授与の記録
16th International Congress of Oriental Medicine
本草綱目 第24巻-第25巻
Effects of Fractionated Radiation on Murine Glioma Stem Cell Metaboli
編集後記
Combined effects of body position and sleep status on the cardiorespir
外科醫法 巻11
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
Colonoscopy-assisted Placement of Percutaneous Endoscopic Gastrost
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
本草綱目 第37巻-第38巻
2017 Keystone Symposia Conference J7:Inflammation-Driven Cancer:
お知らせ
Instructions for Authors
2019年度東邦看護学会研究奨励金 第19回東邦看護学会学術集会賞
ジスチグミン臭化物による膀胱運動増強効果の機序に関する薬理学的研究
理禮氏藥物學 卷之5
Changes in the blood flow of the optic nerve head induced by different
Licochalcone A inhibits BDNF and TrkB gene expression and hypoxic g
本草綱目 第27巻-第28巻
古今醫統大全 巻之3
経済面も配慮した糖尿病医療の在り方
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
第142回東邦医学会例会 シンポジウム:周期性の生命科学 時計分子医療に向けて
Morphological and biological characteristics of staphylococcus aureus b
外科醫法 巻12
第69回東邦医学会総会 シンポジウム:皮膚バリア機能と老化の科学 皮膚バリア機能
第69回東邦医学会総会 シンポジウム:皮膚バリア機能と老化の科学 皮膚疾患にお
学位授与
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
左室収縮能の保たれた非虚血性心疾患による心不全症例におけるBMIPP defect s
2020年度 研究奨励金募集要項
Name Your Poison : More Set Theory for Language LearnersHamlet in
Molecular characterization of IMP-1-producing Enterobacter cloacae co
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
透析導入患者における冠動脈疾患は過去20年の間に減少している
Long-term assessment of anorectal function after extensive resection
第69回東邦医学会総会
瘈狗傷考
東邦大学教職教育研究 創刊にあたって
重廣補註黄帝内經素問 巻之5-6
The 29th European Educational Program in Epidemiology(EEPE) イタリア
第72回 東邦医学会総会
学位(博士)授与の記録
フェノール類の検出試薬として塩化鉄(III)を用いる理由
Derivation of induced pluripotent stem (iPS)-like cells from microminip
東邦看護学会誌投稿規定
Increased blood serotonin concentrations are correlated with reduced
第67回東邦医学会総会
Apparent hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression via reductio
Molecular epidemiological analysis of human- and chicken-derived isol
Sorafenib treatment for patients with RET fusion-positive non-small ce
IRCADフランス/IHUストラスブール留学報告

0
3
8
2
4
0
1
9
0
0
0
0
1
0
0
11
1
8
1
3
2
0
15
16
0
0
4
1
6
0
9
2
0
0
2
1
1
3
16
0
2
3
6
1
3
1
0
0
1
0
12
0
1
1
0
0
1
0
3
3
4
0
0
5
0
0
0
5
2
0
0
19
15
1
1
9
0
2
3
3
0
0
1
0
0
0
0
4
0
118
0
1
1
8
0
1
0
10

東邦大学医学会編集委員会
2015.10.21
下平, 佳代子
2014.02.24
金子, 開知
2014.02.24
Yuri, Shimizu;Naoya, Saotome;Masahiko, Futa 2016.07.27
原, 真範
2020.12.03
萩原, 渉
2018.12.25
江戸, 博美
2019.07.25
長島, 義宜
2016.04.25
鴫山, 文華
2018.05.07
徐, 春甫
2013.03.06
東邦大学医学会編集委員会
2014.04.14
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
内野, 敬
2020.08.28
李, 時珍
2013.03.06
高橋, 寛;長谷川, 敬二;和田, 明人
2018.02.26
東邦看護学会編集委員会
2014.10.03
石井, 匡
2018.05.01
小林, 美雪
2016.01.27
森, 和香奈
2012.07.20
Hideto, Kameda
2018.09.21
産賀, 真
2015.09.19
東邦大学教養紀要編集委員会
2020.02.27
吉田, いづみ
2019.10.11
小林, 秀樹
2015.01.15
三宅, 秀
2013.03.06
The Medical Society of Toho University
2018.03.30
高島, 明子
2014.06.30
児玉, 閲
2016.03.17
Takahashi, Yusuke;Sakai, Ken;Hamasaki, Yuko2020.10.24
東邦看護学会編集委員会
2015.10.21
濵口, 正悟
2015.01.15
中田, 亜希子
2018.12.25
足立, 寛
2013.03.06
Hagen, Richard;岡, 玄卿
2013.03.06
Kanazawa, Ken;Yoshino, Hiroshi;Kakumae-Koj 2019.05.10
内匠, 哲郎
2020.08.28
東邦大学医学会編集委員会
2020.10.24
東邦大学医学会編集委員会
2020.10.24
板橋, 文夫;板橋, 孝幸
2013.07.22
東邦看護学会編集委員会
2014.10.03
石河, 晃
2016.04.28
森山, 穂高
2020.11.23
Graham Paul Macdonald
2013.04.01
長村, 洋徳
2019.10.11
山本, 竜大
2018.05.09
東邦大学医学会編集委員会
2017.09.04
田中, 耕一郎
2014.04.14
李, 時珍
2013.03.06
Satoshi, Fujita;Satoru, Osuka;Shunsuke, Shiba2016.07.27
東邦大学医学会編集委員会
2018.10.04
大石, 芳久
2019.05.11
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
川崎, タミ
2017.09.13
Shigoka, Hiroaki;Maetani, Iruru;Yoshida, Yuuki2019.05.10
見田, 大志
2016.12.16
李, 時珍
2013.03.06
仁科, 隆史
2017.09.04
東邦看護学会編集委員会
2018.10.19
The Medical Society of Toho University
2020.01.15
東邦看護学会編集委員会
2020.09.23
小原, 圭将
2018.02.14
Riley, John Campbell;小林, 義直
2013.03.06
産賀, 真
2015.06.29
有田, 通恒
2020.12.03
李, 時珍
2013.03.06
徐, 春甫
2013.03.06
鵜飼, 隆
2020.08.19
嶋田, 一雄
2016.05.25
土屋, 勇一
2013.11.13
佐藤, 礼実
2020.08.28
Stromeyer, George Friedrich Louis;Suerman, B 2013.03.06
松永, 由紀子
2016.04.28
鷲崎, 久美子;関東, 裕美;吉田, 憲司;陳, 怡如;高田, 裕
2016.04.28
東邦大学医学会編集委員会
2013.11.13
東邦大学医学会編集委員会
2016.07.27
橋本, 英伸
2019.04.25
東邦看護学会編集委員会
2020.09.23
MESSERKLINGER, Josef
2016.03.22
青木, 弘太郎
2018.05.08
磯部, 和順
2016.04.28
岩〓, 昌樹
2016.04.28
塩川, 洋之
2019.12.26
東邦大学医学会編集委員会
2016.04.28
原, 南陽
2013.03.06
今井, 泉
2020.09.03
王, 冰;林, 億
2013.03.06
中村, 孝裕
2017.02.21
東邦大学医学会編集委員会
2019.04.25
東邦大学医学会編集委員会
2016.07.27
片倉, 駿;加知, 千裕;今井, 泉
2020.09.03
山辺, 史人
2020.09.23
東邦看護学会編集委員会
2017.09.13
関山, タマミ
2013.08.29
東邦大学医学会編集委員会
2014.02.24
藤尾, 夏樹
2017.05.09
大石, 貴幸
2018.05.09
堀池, 篤
2019.05.11
渡邊, 良平
2019.08.10

東邦医学会雑誌 第62巻 3号(pTD51917746
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD51949941
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD52011424
Toho Journal of Medicine VoTD52013241
学位論文 博士論文 医学研究科TD52074995
学位論文 博士論文 医学研究科TD52103592
学位論文 博士論文 医学研究科TD52129263
学位論文 博士論文 医学研究科TD52155345
学位論文 博士論文 医学研究科TD52207906
額田文庫
TD52233463
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD52268815
額田文庫
TD52345598
学位論文 博士論文 医学研究科TD52388162
額田文庫
TD52403786
雑誌掲載論文
TD52465510
東邦看護学会誌 第11号
TD52481047
学位論文 博士論文 医学研究科TD52576823
学位論文 博士論文 看護学研究TD52579356
学位論文 修士論文 理学研究科TD52604629
Toho Journal of Medicine VoTD52616884
学位論文 博士論文 医学研究科TD52811910
東邦大学教養紀要 第51号
TD52823051
学位論文 博士論文 医学研究科TD52930781
学位論文 博士論文 薬学研究科TD52962931
額田文庫
TD52981617
Toho Journal of Medicine VoTD53035493
学位論文 博士論文 医学研究科TD53089074
雑誌掲載論文
TD53093191
Toho Journal of Medicine VoTD53148482
東邦看護学会誌 第12号
TD53165127
学位論文 博士論文 薬学研究科TD53264304
学位論文 博士論文 医学研究科TD53271004
額田文庫
TD53291124
額田文庫
TD53341667
Toho Journal of Medicine VoTD53416997
学位論文 博士論文 医学研究科TD53425026
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD53430209
東邦医学会雑誌 第67巻 3号(pTD53476647
東邦大学教養紀要 第44号
TD53485970
東邦看護学会誌 第11号
TD53552791
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD53567512
学位論文 博士論文 医学研究科TD53607779
学位論文 修士論文 医学研究科TD53650518
学位論文 博士論文 医学研究科TD53675462
学位論文 博士論文 医学研究科TD53685160
東邦医学会雑誌 第64巻 2号(pTD53744483
東邦医学会雑誌 第61巻 2号(pTD53778163
額田文庫
TD53802261
Toho Journal of Medicine VoTD53845070
東邦医学会雑誌 第65巻 2号(pTD53856270
学位論文 博士論文 医学研究科TD53946926
額田文庫
TD54000641
学位論文 博士論文 看護学研究TD54002833
Toho Journal of Medicine VoTD54023430
学位論文 修士論文 理学研究科TD54053510
額田文庫
TD54279258
東邦医学会雑誌 第64巻 2号(pTD54280441
東邦看護学会誌 第15巻
TD54295606
Toho Journal of Medicine VoTD54316127
東邦看護学会誌 第17巻
TD54318742
学位論文 博士論文 薬学研究科TD54475196
額田文庫
TD54478438
学位論文 博士論文 医学研究科TD54508351
学位論文 博士論文 医学研究科TD54593051
額田文庫
TD54645394
額田文庫
TD54700495
医学部生執筆論文 2019年度 TD54723200
学位論文 博士論文 理学研究科TD54751988
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD54781035
学位論文 博士論文 医学研究科TD54834078
額田文庫
TD54901692
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD54929405
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD54936782
東邦医学会雑誌 第60巻 5号(pTD54959980
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD55004546
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD55144344
東邦看護学会誌 第17巻
TD55150883
東邦大学教養紀要 第47号
TD55189076
学位論文 博士論文 医学研究科TD55210412
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD55211806
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD55254685
学位論文 博士論文 医学研究科TD55370795
東邦医学会雑誌 第63巻 1号(pTD55370937
額田文庫
TD55381024
東邦大学教職教育研究 第1号 TD55383163
額田文庫
TD55383164
東邦医学会雑誌 第63巻 4号(pTD55400470
東邦医学会雑誌 第66巻 1号(pTD55448682
東邦医学会雑誌 第63巻 2号(pTD55671390
東邦大学教職教育研究 第2号 TD55674077
学位論文 博士論文 医学研究科TD55680186
東邦看護学会誌 第14巻
TD55819361
学位論文 博士論文 医学研究科TD55830621
東邦医学会雑誌 第61巻 1号(pTD55847626
学位論文 博士論文 医学研究科TD55919870
学位論文 博士論文 医学研究科TD55970339
学位論文 博士論文 医学研究科TD55978670
東邦医学会雑誌 第66巻 2号(pTD56010603

境界型糖尿病の概念及びその予防・治療について
投稿論文チェックリスト
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
Global assessments of disease activity are age-dependent determinan
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
東邦大学新生児学講座の歴史と周産期センター
Circulating soluble LR11, a differentiation regulator for vascular cells,
Patterns of prescribing radiotherapy and bevacizumab in nationwide p
編集委員長交代のご挨拶
次世代の循環器診療・研究・教育のために自己研鑽の日々!
古今醫統大全 巻之46-47
Whole hepatic lipid volume quantification and color mapping by multi第15回東邦看護学会学術集会プログラム
骨粗鬆症の病態と薬物療法の基礎知識
東邦大学におけるスポーツ施設の役割と期待(第2報) - 習志野キャンパス在学生を対
Novel Treatment for Atrial Septal Defect without an Inferior Septal Rim
Effect of Phosphodiesterase-3 Inhibition on Experimental Autoimmune
2019年度 研究奨励金募集要項
学位(博士)授与の記録
不確かな時代に今問われる、確かな看護とは : 第38回 日本看護科学学会学術集会
順天堂醫事雑誌 巻5
American Society of Clinical Oncology(ASCO)50th Annual Meeting
奥付
内科簡明 巻之11上
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
Sharp systolic blood pressure elevation at extubation is a risk factor fo
Cost of Illness of the Obstetrical Diseases in Japan: a Time-trend and
理禮氏藥物學 卷之12-13
(臨床)研究のすすめ
第73回 東邦医学会総会
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
編集後記
第34回日本認知症学会学術集会
老化によるマクロファージのアポトーシス細胞貪食能低下の機序の解明
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
あ!富士を見える./ Hey! Me Mt Fuji Can See : Naming the Fourth Primary
Relevance of the serum apolipoprotein ratio to diabetic retinopathy
東邦看護学会誌投稿規定
生化学講座紹介
“William Harvey Research Institute"and“The Royal London Hospital, Ba
富田剛司先生ご略歴
投稿論文チェックリスト
本草綱目 第29巻-第30巻
Toho Journal of Medicine Vol. 5 No. 3 掲載論文の紹介
Association of electrocardiographic variables and effectiveness of oral
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
東邦看護学会誌投稿規定
Mineral disorders in pediatric pre-emptive kidney transplantation
古今醫統大全 巻之80
Preoperative chemotherapy, previous deep vein thrombosis/pulmonar
投稿用表紙
無床診療所における看護師の安全文化
Comparison of direct costs for allogeneic bone marrow transplantation
5th World Glaucoma Congress
外科各論 巻8
Comprehensive cost of illness of dementia in Japan: A time trend anal
医学常識はどんどん変わる
Localization of α7 nicotinic acetylcholine receptor immunoreactivity on
Impact of the relationship between the defibrillation threshold (DFT) a
Molecular characterization of carbapenem-non-susceptible Acinetobact
JMLA/JPLAコンソーシアムの現状と今後の展望
Relationships between retinal break locations and the shapes of the de
一本堂藥選 上編
Macular vessel density in untreated normal tension glaucoma with a h
慢性中耳炎に対する内視鏡下の鼓室形成術I型の検討 - Minimally invasive sur
学位(博士)授与の記録
Association of Repeated Defibrillation with Outcomes for Out-of-Hospit
Combined effects of body position and sleep status on the cardiorespir
第3回東邦大学医療センター大橋医学会
A preliminary study of the potential role of FGF-23 in coronary calcifica
Severe or life-threatening asthma exacerbation: Patient heterogeneity
Serum p53 antibody as a potential tumor marker in extrahepatic chola
Recombinant human soluble thrombomodulin treatment for acute exa
Development, Reliability, and Validity of a Tool for the Assessment of
私立理工系大学教職課程における介護等体験の取り組みと課題(1) -東邦大学教職
細胞死制御因子cFLIPの肝細胞特異的欠損マウスを用いた肝障害モデルにおけるク
Comparison of Effects of Phosphodiesterase Inhibitors
Longitudinal study examining abnormal white matter integrity using a
Effects of pH on Nifekalant-Induced Electrophysiological Change Asses
自己欺瞞の静的パラドクスとフォーク・サイコロジー
Is noninvasive continuous cardiac output technique based on pulse wa
本草綱目 第16巻
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
冠動脈バイパス手術:オフポンプ手術への変遷
先天性甲状腺機能低下症
微生物・感染症学講座:微生物・感染症学講座のめざす方向性
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
第12回東邦看護学会学術集会プログラム
学位(博士)授与の記録
Is noninvasive continuous cardiac output technique based on pulse wa
Genetic counseling for a prenatal diagnosis of structural chromosomal
European Society of Anaesthesiology Congress(Euroanesthesia 2014)
Comprehensive diagnosis of bacterial infection associated with acute c
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
第4回東邦大学医療センター大橋医学会
A Patient with Malignant Spinal Epidural Lymphoma with Initial Rapidly
骨髄間葉系前駆細胞(Fibrocyte)による新規血管新生メカニズムの解明
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