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抄録等（学会総会等） － 500 学会（日本医学会加盟 81、日本歯科医学会加盟 13） 
 

日本循環器学会 

日本体力医学会 

日本救急医学会 

日本病理学会 

日本小児科学会 

日本小児腎臓病学会 

日本麻酔学会 

日本腎臓学会 

日本透析医学会 

日本癌学会 

日本癌治療学会 

日本障害者歯科学会 

日本脳神経外科学会 

日本膵臓学会 

日本消化器病学会 

日本消化器内視鏡学会 

日本肝臓学会 

日本消化器がん検診学会 

日本胆道学会 

日本臨床スポーツ医学会 

日本冠疾患学会 

日本心臓血管外科学会 

日本集中治療医学会 

日本獣医学会 

脳卒中の外科学会 

 

日本脳卒中学会 

日本脳腫瘍病理学会 

日本肝胆膵外科学会 

日本輸血学会 

日本臨床細胞学会 

日本心臓ペーシング電気生理学会 

西日本整形・災害学会 

日本泌尿器科学会 

日本口蓋裂学会 

日本内分泌学会 

日本リハビリテーション医学会 

日本小児循環器学会 

日本ペインクリニック学会 

日本消化器外科学会 

日本神経科学学会 

日本神経回路学会 

日本神経化学会 

日本心臓病学会  

日本生物物理学会 

日本心臓血管麻酔学会 

日本てんかん学会 

日本脳腫瘍の外科学会 

日本人工臓器学会 

日本歯科基礎医学会 

日本 Endourology・ESWL 学会 

 

中部日本整形・災害外科学会 

日本移植学会 

日本高血圧学会 

日本胸部外科学会 

日本消化吸収学会 

日本矯正歯科学会 

日本臨床麻酔学会 

日本核医学会 

日本小児アレルギー学会 

日本放射線腫瘍学会 

日本免疫学会 

日本臨床外科学会 

日本脳神経血管内治療学会 

日本クリニカルパス学会 

日本血栓止血学会 

日本形成外科学会 

日本臨床神経生理学会 

日本中部眼科学会 

日本医療情報学会 

日本小児感染症学会 

日本脳循環代謝学会 

日本造血細胞移植学会 

日本内視鏡外科学会 

日本看護科学学会 

日本総合健診医学会 

 

日本眼科手術学会 

日本胃癌学会 

日本脳神経 CI 学会 

日本軟骨代謝学会 

日本薬理学会 

日本解剖学会 

日本生理学会 

日本心エコー図学会 

日本アレルギー学会 

日本神経学会 

日本神経病理学会  

日本産科婦人科学会 

日本トキシコロジー学会 

日本脊椎脊髄病学会 

日本脊髄外科学会 

日本畜産学会 

脳神経外科手術と機器学会 

日本脳ドック学会 

日本成人矯正歯科学会 

日本心血管インターベンション学会 

日本新生児学会 

日本腹部救急医学会 

日本動脈硬化学会  

日本静脈経腸栄養学会 

日本手の外科学会 
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日本血管外科学会 

日本頭頸部腫瘍学会 

日本頭蓋顎顔面外科学会  

日本心電学会 

日本呼吸管理学会 

日本呼吸療法医学会 

日本呼吸器外科学会 

日本気管支学会 

日本磁気共鳴医学会 

日本臨床検査医学会 

日本ハイパーサーミア学会 

日本未熟児新生児学会 

日本エイズ学会 

日本麻酔・薬理学会 

日本婦人科腫瘍学会 

日本ＮＯ学会 

日本冠動脈外科学会 

日本医学教育学会 

日本臨床化学会 

日本臨床血液学会 

日本臨床電子顕微鏡学会 

Vasucular Medeicine 学会 

日本動物学会 

日本サーモロジー学会 

日本整形外科学会 

 

日本リウマチ・関節外科学会 

日本肺癌学会 

日本臨床検査自動化学会 

日本不妊学会 

日本小児整形外科学会 

日本白内障学会 

日本眼内レンズ屈折手術学会  

九州眼科学会 

日本褥瘡学会  

日本緑内障学会 

日本医療薬学会 

日本めまい平衡医学会 

日本痴呆学会 

日本医工学治療学会 

日本栄養改善学会 

日本臨床リウマチ学会 

日本先天異常学会 

日本糖尿病合併症学会 

日本糖尿病教育・看護学会  

日本整形外科スポーツ医学会 

日本放射線影響学会 

日本間脳下垂体腫瘍学会 

日本臨床生理学会 

日本更年期医学会 

日本老人脳神経外科学会 

 

日本味と匂学会 

日本光医学・光生物学会  

日本側彎症学会 

日本小児神経学会 

日本化学療法学会  

日本感染症学会 

日本臨床分子医学会 

日本頭頸部外科学会 

日本気胸学会 

日本耳科学会 

日本臨床医学会 

日本高齢消化器医学会議 

日本口腔腫瘍学会 

日本臨床薬理学会 

日本衛生学会 

日本疫学会 

日本総合病院精神医学会 

日本薬剤疫学会 

日本先天代謝異常学会 

日本心血管内分泌代謝学会 

日本コンピュータ外科学会 

日本臨床微生物学会 

日本実験動物学会 

日本顎変形症学会 

日本医学放射線学会 

 

日本放射線技術学会 

日本網膜硝子体学会 

日本人工関節学会 

日本産業衛生学会 

日本臨床バイオメカニクス学会 

中国四国整形外科学会 

日本呼吸器学会 

日本心身医学会 

日本神経治療学会 

近畿小児科学会 

日本超音波医学会 

日本睡眠学会 

日本エム・イー学会 

日本外科系連合学会 

日本小児麻酔学会 

日本大腸肛門病学会 

日本臨床救急医学会 

日本臨床工学技士会 

日本電子顕微鏡学会 

日本脳神経超音波学会 

日本がん転移学会 

日本脳死・脳蘇生学会 

日本顎関節症学会 

耳鼻咽喉科臨床学会 

日本医療マネージメント学会 
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日本足の外科学会 

日本血管内治療学会 

日本骨代謝学会 

日本定位放射線治療学会 

日本研究皮膚科学会 

日本骨粗鬆症学会 

日本中部リウマチ学会 

日本歯科麻酔学会 

日本神経放射線学会 

日本小児血液学会 

日本血液学会 

日本公衆衛生学会 

日本外科代謝栄養学会 

日本理学診療医学会 

日本口腔衛生学会 

日本小児栄養消化器肝臓学会 

日本排尿機能学会 

日本緩和医療学会 

全国老人保健施設協会 

日本骨代謝学会 

日本脊髄障害医学会 

心臓血管循環動態学会 

日本神経内視鏡学会 

日本肥満学会 

日本外科代謝栄養学会 

 

日本光生物学協会 

日本サイトメトリー学会 

国立病院療養所総合医学会 

日本赤十字医学会 

日本細菌学会 

日本心血管カテーテル治療学会 

日本脈管学会 

北海道医学会 

九州外科学会 

中部リウマチ学会 

意識障害治療学会 

日本気管食道科学会 

日本臨床脳神経外科協会 
日本受精着床学会 

日本マイクロサージャリー学会 

日本心不全学会 

日本頭痛学会 

日本法医学会 

日本リウマチ学会 

口腔・咽頭科学会 

日本神経外傷学会 

日本人類遺伝学会 

日本耳鼻咽喉科学会 

日本生物学精神医学会 

日本精神神経学会 

 

日本免疫毒性学会 

日本口腔科学会 

北日本眼科学会 

日本プライマリ・ケア学会 

日本小児放射線学会 

日本小児神経外科学会 

日本神経救急学会 

日本組織培養学会 

日本ウイルス学会 

日本核医学技術学会 

日本静脈学会 

日本循環制御医学会 

日本弱視斜視学会 

日本結合組織学会 

日本皮膚アレルギー学会 

日本頸部脳血管治療学会 

東日本整形災害外科学会 

全日本鍼灸学会 

日本骨形態計測学会 

日本血管造影・インターベンショナルラジ

オロジー学会 

日本心臓リハビリテーション学会 

日本遺伝学会 

日本熱帯医学会 

日本国際保健医療学会 

 

日本国際保健医療学会 

日本臨床内科医学会 

日本脊椎インストゥルメンテーション学会 

東北整形災害外科学会 

日本アフェレシス学会 

日本視能矯正学会 

日本児童青年精神医学会 

日本口腔外科学会 

日本蛋白質科学会 

日本母性衛生学会 

日本職業・災害医学会 

日本臨床眼科学会 

日本組織細胞化学会 

日本脳腫瘍学会 

日本ヒト細胞学会 

日本小児皮膚科学会 

日本神経眼科学会 

日本分析化学会 

日本重症心身障害学会 

日本性感染症学会 

日本角膜学会 

日本ヒト脳機能マッピング学会 

日本甲状腺学会 

日本医療経営学会 

日本サンゴ礁学会 
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日本脳神経外科コングレス 

日本歯科薬物療法学会 

日本頭蓋底外科学会 

日本心血管画像動態学会 

日本社会保険医学会 

日本実験動物技術者協会 

日本てんかん外科学会 

日本皮膚悪性腫瘍学会 

日本定位・機能神経外科学会 

日本再生医療学会 

日本熱傷学会 

日本膝関節学会 

日本慢性疼痛学会 

日本超音波検査学会 

関東整形災害外科学会 

日本看護研究学会 

日本蘇生学会 

日本 DDS 学会 

日本口腔外科学会総会 

日本音楽療法学会 

日本鼻科学会 

日本脈管学会総会 

日本平滑筋学会 

日本乳癌学会 

（社）日本口腔外科学会総会 

日本膝関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 

日本臨床腎移植学会 

日本フットケア学会 

日本臨床モニター学会 

北海道整形災害外科学会 

日本 TDM 学会 

日本歯科放射線学会 

日本消化管学会 

日本結核病学会 

日本眼科学会 

日本老年泌尿器科学会 

東北外科集談会 

日本小児泌尿器科学会 

日本言語聴覚士協会・日本言語聴覚学会 

日本乳癌検診学会 

日本靴医学会 

日本組織工学会 

日本美容外科学会 

日本骨折治療学会 

日本クリティカルケア看護学会 

日本自律神経学会 

日本聴覚医学会 

日本微量元素学会 

日本歯科医学教育学会 

日本肩関節学会 

日本小児内分泌学会 

日本成人病（生活習慣病）学会 

日本バイオセラピィ学会 

日本創傷治癒学会 

日本門脈圧亢進症学会 

アトピー性皮膚炎治療研究会 

日本神経疾患医療福祉従事者学会 

茨城県総合リハビリテーションケア学会 

日本心療内科学会 

日本東洋医学会 

日本血液事業学会 

日本薬学会 

アジア太平洋呼吸器学会 

認知神経科学会 

日本炎症・再生医学会 

日本獣医師会 

日本毒性病理学会 

日本老年歯科医学会 

日本産科婦人科内視鏡学会 

スパズムシンポジウム 

日本検査血液学会 

日本がん看護学会 

日本適応医学会 

全国大学保健管理協会 

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 

日本看護管理学会 

日本小児リウマチ学会 

日本薬剤師会 

日本股関節学会 

日本運動器移植・再生医学研究会 

日本産科婦人科ＭＥ学会 

日本バイオメカニクス学会 

沖縄県医師会医学会 

日本寄生虫学会 

日本社会精神医学会 

日本臨床皮膚科医会 

日本喉頭科学会 

強皮症研究会議 

日本温泉気候物理医学会 

日本神経免疫学会 

日本外傷学会 

日本神経内分泌学会 

日本眼光学学会 

日本小児看護学会 

日本育種学会 

日本女性骨盤底医学会 

日本急性血液浄化学会 

日本医真菌学会総会 

日本小児臨床薬理学会 

日本レーザー医学会 
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全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会 

日本航空医療学会 

日本うつ病学会 

日本栄養・食糧学会 

日本臨床栄養学会 

日本歯科技工学会 

日本音声言語医学会 

日本神経心理学会 

日本医療機器学会（旧：日本医科器械学会） 

日本乾癬学会 

日本スポーツ歯科医学会 

日本性機能学会 

日本妊娠高血圧学会（旧日本妊娠中毒症学会） 

日本肥満症治療学会 

リハ工学カンファレンス 

日本緩和医療薬学会 

日本小児呼吸器疾患学会 

日本救急看護学会 

医療の質・安全学会 

日本医療教授システム学会 
心臓血管外科ウインターセミナー 

日本腎不全看護学会 
日本創傷外科学会 
日本精神障害者リハビリテーション学会 

日本抗加齢医学会 

日本慢性看護学会 

日本臨床整形外科学会 
日本在宅医療学会 
在宅ケアを支える診療所全国ネットワーク 
日本診察情報管理学会 
重症心身障害療育学会 
日本美容皮膚科学会 
日本看護学教育学会 
日本脊椎・脊髄神経手術手技学会 
日本サイコオンコロジー学会 
近畿外科学会 
日本助産学会 
日本矯正医学会 
RNA 若手の会 
日本禁煙推進医師歯科医師連盟 
日本分子生物学会 
日本植物病理学会 
日本病態栄養学会 
日本地域看護学会 
日本精神保健看護学会 
日本内分泌外科学会 
日本小児耳鼻咽喉科学会 
日本ヘルニア学会 
日本骨・関節感染症学会 
日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 
日本家族看護学会 
日本疲労学会 

日本発達障害学会 

日本体外循環技術医学会 

日本脳低温療法学会 

日本小児保健学会 

日本栓子検出と治療学会 

日本行動療法学会 

日本時間生物学会 

Integrated Sleep Medicine Society 

Japan(ISMSJ) 

日本未病システム学会 

済生会学会 

日本口腔ケア学会 

日本薬局学会 

日本心脈管作動物質学会 
日本統合失調症学会 

日本歯科理工学会 

日本脳神経外傷学会 

日本下肢救済・足病学会 

日本細胞生物学会 

日本臨床ウイルス学会 

日本歯科保存学会 

社団法人 日本精神科病院協会 

日本人間ドック学会 

日本循環器看護学会 

日本ワクチン学会 

中部放射線医療技術学術大会 

日本嚥下医学会 

日本脊髄外科学会 

日本潰瘍学会 

日本薬物動態学会 

日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会 

日本微生物生態学会 

日本創外固定・骨延長学会 

日本ニューロリハビリテーション学

会 

日本集団災害医学会 

日本不安障害学会 

日本ジェネリック医薬品学会 

日本末梢神経学会 

北日本産科婦人科学会 

日本臨床免疫学会 

日本病院総合診療医学会 

日本心臓核医学会 

日本薬剤学会 

日本動物心理学会 

日本腎臓病薬物療法学会 

日本看護診断学会 

日本認知療法学会 

日本乳房オンコプラスティックサー

ジャリー学会 

日本災害看護学会 

日本眼薬理学会 
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抄録（学会地方会等）－56 学会 
 

日本消化器病学会 

日本脳神経外科学会 

日本薬理学会 

日本輸血学会 

日本血管外科学会 

日本集中治療医学会 

日本産科婦人科学会 

日本大腸肛門病学会  

日本泌尿器科学会 

日本循環器学会 

日本皮膚科学会 

日本胸部外科学会 

日本肝臓学会 

日本化学療法学会 

日本肺癌学会 

日本救急医学会 

中国地区介護老人保健施設協会 

日本細菌学会 

日本小児外科学会 

日本麻酔科学会 

日本超音波医学会 

日本乳癌学会 

日本感染症学会 

日本呼吸器内視鏡学会 

日本腎臓学会 

 

日本リウマチ学会 

日本高気圧環境医学会 

日本糖尿病学会 

日本心血管インターベンション学会 

日本消化器内視鏡学会 

医療マネジメント学会 

日本ペインクリニック学会 

日本インターベンショナルラジオロジー学会 

日本透析医学会 

日本病院薬剤師会 

日本脳神経血管内治療学会 

中国四国精神神経学会 

日本プライマリ・ケア学会 

日本放射線技術学会 

日本医学物理学会 

日本栄養改善学会 

日本呼吸器学会 

日本心血管インターベンション治療学会 

日本医学放射線学会 

The IFSO-APC&JSSO Congress 

植込みデバイス関連冬季大会 

日本褥瘡学会九州地方会 

日本医療マネジメント学会九州・山口連合大会 

九州精神神経学会 

日本内分泌学会関東甲信越支部 

 

日本内分泌学会関東甲信越支部 

日本結核病学会中国四国支部例会 

臨床高血圧フォーラム 

関東甲信越ブロック理学療法士学会 

日本理学療法士協会 

日本運動器疼痛学会 
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抄録（研究会等）－52 研究会      
 

脳神経外科コンピュータ研究会 

東日本手の外科研究会 

マウント富士ワークショップ 

老人泌尿器科研究会  

肝細胞研究会 

日本定位的放射線治療研究会 

顕微小循環研究会 

がん分子標的治療研究会 

胸部外科医療効率研究会 

眼微小循環研究会 

日本 ICG 蛍光造影研究会 

制癌剤適応研究会 

日本死の臨床研究会  

九州人工透析研究会 

日本肝癌研究会 

基盤的癌免疫研究会 

分子構造統合討論会 

日本肘関節研究会 

大腸癌研究会 

神経放射線ワークショップ 

トランスレーショナルリサーチワークショップ 

胃外科・術後障害研究会 

腎移植・血管外科研究会 

腹部放射線研究会 

癌免疫外科研究会 

 

センチネル・ノード・ナビゲーション・サージェリー研究会 

日本薬学会 金属の関与する生体関連反応シンポジウム 

虫の集い(集線 C.elegans 研究者コミュニティ) 

Microwave Surgery 研究会 

大阪透析研究会 

日本腹膜透析研究会 

日本臨床腫瘍研究会 

エアロ・アクアバイオメカニズム研究会 

ハイパフォーマンス・メンブレン研究会 

日本運動器移植・再生医学研究会 

日本肝移植研究会 

日本 Pediatric Interventional Cardiology 研究会 

HEQ 研究会 

HDF 研究会 

日本整形外科看護研究会 

日本レチノイド研究会 

岐阜県透析療法研究会 

中部小動物臨床研究会 

滋賀腎・透析研究会 

日本耳鼻咽喉科感染症研究会 

中部日本手の外科研究会 

日本乳癌画像研究会 

日本癌局所療法研究会 

カテーテル・アブレーション委員会公開研究会 

北海道内視鏡外科研究会 

 

ガンマナイフ研究会 

Nuss法漏斗胸手術手技研究会 
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抄録（国際学会等）－119 学会 
 

日米手の外科学会 

国際甲状腺学会 

国際病理学会 

癌に伴う骨病変国際会議 

国際小児整形外科学会 

国際発生生物学会 

国際看護科学学会 

国際臨床化学会議 

国際脳浮腫・脳組織損傷シンポジウム委員会 

国際環境変異原学会 

国際川崎病学会 

New Millennium Asian Symposium  

on Rehabilitation Medicine 

世界小児整形外科学会 

国際メイラード反応シンポジウム 

国際血液浄化学会 

分子時計淡路神戸国際シンポジウム 2001 

国際血管生物学会 

アジア太平洋国際解剖学会議・組織委員会  

International Conference on Medical Image 

Computing and Computer Assisted Intervention 

世界レーザー治療学会 

日本時間生物学会 

国際アロマターゼ会議 

1st Asian Conference on Photobiology 

 

8th Asia-Pacific Conference for Electron Microscopy 

International Photodynamic Association 

Complex Catheter Therapeutics 

JAPAN-TAIWAN CONFERENCE IN OTOLARYNGOLDGYHEAD 

 AND NECK SURGERY 

アジア太平洋手の外科学会 

世界周産期学会 

6th International Stereotactic Radiosurgery Society Congress 

2004 年世界行動療法認知療法会議 

国際ランゲルハンス細胞ワークショップ 

国際エンドセリン会議 

国際フードファクター会議 

世界心電学会 

環太平洋蛋白質科学国際会議 

アジア超音波医学生物学学術連合国際会議 

国際ペインクリニック学会 

日本消化器内視鏡学会日韓合同シンポジウム 

国際 NO 学会 

International Congress of the IFAA 

国際熱傷学会 

世界社会精神医学会 

（社）認知症の人と家族の会・国際アルツハイマー病協会 

国際誘発電位シンポジウム 

アジア口腔顎顔面外科学会 

 

日韓中核医学会 

Academia Eurasiana Neurochirurgica 

3rd World Congress of the Academy 

 for Multidisciplinary Neurotraumatology 

6th International Congress 

 on Minimally Invasive Neurosurgery 

国際麻酔メカニズムカンファレンス 

第 6 回日台眼科ジョイントミーティング 

日韓合同整形外科シンポジウム 

第 16 回 ISLSM 国際会議組織委員会 

The 12th Meeting of the Neurosonology Research 

Group of the World Fedration of Neurolog 

第 8 回アジア・オセアニア局所麻酔ペイン医学会議 

2006 Joint Neurosurgical Convention 

北海道臨床工学技士会 

第 14 回アジア心臓血管外科学会 

第 4 回 JSH シングルトピックカンファレンス 

Asian-pacific PBL conference on PBL 

Asian-Australasian Society of Neurological Surgons 

第 10 回西太平洋化学療法・感染症学会組織委員会 

第 16 回世界産科婦人科内視鏡学会 

12th International Congress 

on Neutron Capture Therapy 

Asia-Pacific Atrial Fibrillation Symposium 2006 

ICGP2006 
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第 17 回アジア太平洋肝臓病学会議 

第 8 回アジア産婦人科内視鏡学会 

第 13 回国際老年精神医学会議 

第 3 回ポリフェノールと健康国際会議組織委員会 

第 9 回国際ヨーネ病学会 

The 6th Japanese-US Cancer Therapy Symposium & 

The 5th S.Takahashi Memorial International 

                        Joint Symposium 

第 10 回国際樹状細胞シンポジウム 

第 15 回世界気管支会議・第 15 回世界気管食道会議 

第 16 回精神科遺伝学世界会議 

第 10 回国際行動医学会 

第 7 回国際法医学シンポジウム 

East Asia Regional Biometric Conference2007 

第 5 回 SSSR・SCUR 合同会議 

国際自己免疫水疱症研究会 2008 

第 20 回色素細胞学会国際連合学術大会 

第 5 回メラノーマ研究医学会国際コングレス 合同会議 

国際脳腫瘍治療研究会議 

第 16 回生体磁気国際会議 

第 36 回腫瘍発生生物学国際会議 

第 10 回国際テニス・スポーツ医学会議 

10th World Congress of Society for Tennis 

Medicine and Science 

 

第 56 回国際歯科研究学会日本部会学術大会 

第 13 回国際ホルター・ノンインベイシブ心電学会  

13th Congress of International Society for 

 Holter and Noninvasive Electrocardiology 

EAFONS12（The East Asia Forum in Nursing Scholar） 

世界看護科学学会 

The 3rd Quadrennial Meeting of the World Federation 

 of Neuro-Oncology 

International Congress of Oral Implantologists 

International Congress of Endocrinology 

ISN-Nexus Symposium 

The 10th International Conference of the International 

Mesothelioma Interest Group 

アジア・太平洋整形外科スポーツ医学会 

第 11 回国際精子学シンポジウム実行委員会 

Biogas Research Summit 2010 生体ガス研究および応用

に関する国際会議 

2010International Oncoplastic Breast Surgery Symposium 

9th Internatiomal Conference on Nano-Molecular 
Electronics 
フリーラジカルと医学に関する国際学会 
国際ペプチドシンポジウム 
APASL Single Topic Conference 

10th International Family Nursing Conference 
International Society for Horticultural Science 
アジア・太平洋整形外科学会 
The 2nd Asian Congress of Thoracic Radiology 
The 4th International Hypothermia Symposium 
国際小脳会議 
国際分子植物微生物相互作用学会 
16th World Congress on In Vitro Fertilization 
国際真珠腫学会組織委員会 
the 4th East Asian Group of Rheumatology 
アジア太平洋生殖医学会 
日韓形成外科学会 
国際義肢装具協会(ISPO) 日本支部 
All Together Better Health VI 
アジア認知・行動療法学会 
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抄録（研究班等）－１研究班     論文（学会誌等）－9 誌 

 

がん特定（文部省科学研究費） 

 

 

医療情報学（日本医療情報学会） 

医療情報学連合大会論文集（日本医療情報学会） 

日本看護科学学会誌（日本看護科学学会） 

日本胸部外科学会雑誌（日本胸部外科学会） 

日本血栓止血学会誌（日本血栓止血学会） 

日本光カード医学会論文集（日本光カード医学会） 

国立大学医療情報部門連絡会議シンポジウム論文集（国立大病院医療情報部門連絡会議） 

Skin Cancer（日本皮膚悪性腫瘍学会） 

日本心臓リハビリ誌（日本心臓リハビリテーション学会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

＊赤字：日本医学会加盟 

＊青字：日本歯科医学会加盟 

＊太字：郵送受付中止 

＊下線：オンライン査読採用 

 


