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特集1 大学病院における排尿自立指導

特集2 総合・一般病院における排尿自立指導

特集3 リハビリ病院における排尿自立指導

特集4 ケアミックス病院における排尿自立指導

chapter 2〈施設の工夫の紹介：大学病院から〉

特集5 福井大学における排尿自立指導の工夫

特集6 東京慈恵会医科大学における排尿自立指導の工夫

特集7 信州大学における排尿自立指導の工夫

chapter 3〈施設の工夫の紹介：地域の総合病院から〉

特集8 武蔵野赤十字病院における排尿自立指導の工夫

特集9 原三信病院における排尿自立指導の工夫

特集10 大分赤十字病院における排尿自立指導の工夫

特集11 小波瀬病院における排尿自立指導の工夫

特集12 国立長寿医療センター病院における排尿自立指導の工夫

藤村礼子

谷口珠実プランナー： 山梨大学大学院総合研究部医学域看護学講座/
大学院排泄看護学教授

特集

小波瀬病院 回復期リハビリテーション病棟看護師

上野 学 信州大学医学部 泌尿器科学教室 助教

笹原 綾 武蔵村山病院 皮膚・排泄ケア認定看護師

chapter 4〈施設の工夫の紹介：その他〉

特集14 東北ろうさい病院における排尿自立指導の工夫

chapter 1〈施設特性に合わせたチーム編成と活動の実際〉

丸山智子 東京慈恵会医科大学附属病院 看護部

皮膚・排泄ケア認定看護師

西井久枝 国立長寿医療研究センター 泌尿器外科

浪間孝重 東北ろうさい病院 泌尿器科部長

青木芳隆 福井大学医学部 泌尿器科 講師

特集13 兵庫県立リハビリテーション中央病院における排尿自立指導の工夫

澤田智史 山梨大学大学院医学工学総合研究部

泌尿器科学・泌尿器科准教授

佐藤理乃 小松市民病院 排尿ケアチーム専任看護師

谷口真弓

仙石 淳

兵庫県立リハビリテーション中央病院

皮膚・排泄ケア認定看護師

兵庫県立リハビリテーション中央病院 泌尿器科部長

宮川 みどり 原三信病院 皮膚・排泄ケア認定看護師

特集15 武蔵野陽和会病院における排尿自立指導の工夫

比留間 真子

川尻聡子

伊藤 彰

武蔵野赤十字病院 皮膚・排泄ケア認定看護師

同 看護師

同 理学療法士

亀井 奈央子 大分赤十字病院 皮膚・排泄ケア認定看護師

鈴木康之 東京都リハビリテーション病院 泌尿器科／副院長

下山弘恵

溝上 知勢子

武蔵野陽和会病院 回復期病棟師長

武蔵野陽和会病院 皮膚・排泄ケア認定看護師
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今本 敬 いまもと泌尿器科クリニック院長プランナー：

JOURNAL IN JOURNAL

泌尿器科は、幅広い領域の治療を取り扱う科であり、数々の専門領域を有しています。しかしながら、特集で取り扱えるのは

メインの疾患や治療であり、特集だけでは泌尿器科の魅力のすべてを伝えることはできません。ここでは、多種多様な専門

領域にフォーカスし、読者にさまざまな知識を身につけてもらうことを目的としています。

1．がん治療中患者への漢方処方

2．尿路感染症の漢方治療

3．男性不妊症・男性性機能の漢方治療

佐塚智和

市川智彦

井手久満

辻村 晃

千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科診療講師

同教授

獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科教授

順天堂大学医学部附属浦安病院 泌尿器科教授

読者ターゲット 泌尿器科のナース、若手医師、訪問看護師、介護福祉士。

創刊27年目。泌尿器科領域で唯一、医師と看護師が一緒に読める専門誌として読み継が
れてきた『泌尿器Care&Cure Uro-Lo』は、さらにパワーアップします。チーム医療を見据え
た本誌は、機材や薬剤、排泄用具などの情報共有がこの一冊でできるため、関連商品の
訴求力に優れています。

ＡＤポイント

連 載 ◆臨床の場面をキリトル！

泌尿器科の医療器具・医療機器・医療製品・ケア用品一挙紹介

化学療法のレジメン別曝露対策 プラン・執筆：帶刀朋代ほか（東京医科大学病院 看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師）
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