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堀田 記世彦 北海道大学泌尿器科プランナー：

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. 腎代替療法における腎移植の位置づけ

2. 生体腎移植について

3. 献腎移植について

荒木元朗

山田保俊

田崎正行

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 泌尿器病態学 准教授

鹿児島大学病院 血液浄化療法部 准教授

新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎泌尿器病態学分野 助教

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）

4. 移植費用、医療福祉制度について 高泉一生 札幌北楡病院 医療ソーシャルワーカー
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