
研究カテゴリ

大分類 細目
循環（基礎） 循環モニタリング　
循環（基礎） 腎機能モニタリング
循環（基礎） 集中治療-循環管理
循環（基礎） 心臓血管外科の麻酔-小児心臓血管外科手術　
循環（基礎） 心臓血管外科の麻酔-成人心臓血管外科手術　
循環（基礎） 生理学-血液
循環（基礎） 生理学-循環器
循環（基礎） 生理学-腎臓
循環（基礎） 生理学-内分泌・代謝
循環（基礎） 体液管理-輸液
循環（基礎） 体液管理-輸血
循環（基礎） 薬理学-循環作動薬
循環（基礎） 薬理学-腎臓に作用する薬物
循環（基礎） その他
循環（臨床） 循環モニタリング
循環（臨床） 腎機能モニタリング
循環（臨床） 集中治療-循環管理
循環（臨床） 心臓血管外科の麻酔-小児心臓血管外科手術　
循環（臨床） 心臓血管外科の麻酔-成人心臓血管外科手術　
循環（臨床） 生理学-血液
循環（臨床） 生理学-循環器
循環（臨床） 生理学-腎臓
循環（臨床） 生理学-内分泌・代謝
循環（臨床） 体液管理-輸液
循環（臨床） 体液管理-輸血
循環（臨床） 薬理学-循環作動薬
循環（臨床） 薬理学-腎臓に作用する薬物
循環（臨床） その他　
呼吸（基礎） 呼吸モニタリング　
呼吸（基礎） 気道管理器具
呼吸（基礎） 気道管理法
呼吸（基礎） 胸部手術の麻酔
呼吸（基礎） 集中治療-呼吸管理
呼吸（基礎） 生理学-呼吸器
呼吸（基礎） 薬理学-呼吸器系に作用する薬物
呼吸（基礎） その他
呼吸（臨床） 呼吸モニタリング
呼吸（臨床） 気道管理器具
呼吸（臨床） 気道管理法
呼吸（臨床） 胸部手術の麻酔
呼吸（臨床） 集中治療-呼吸管理
呼吸（臨床） 生理学-呼吸器
呼吸（臨床） 薬理学-呼吸器系に作用する薬物
呼吸（臨床） その他　
神経（基礎） 神経系モニタリング　
神経（基礎） 生理学-神経
神経（基礎） 脳神経外科の麻酔
神経（基礎） その他
神経（臨床） 神経系モニタリング
神経（臨床） 生理学-神経
神経（臨床） 脳神経外科の麻酔
神経（臨床） その他　
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小児・産科 小児麻酔　
小児・産科（基礎） 産科麻酔　
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） ペインクリニック・緩和医療-癌性疼痛　
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） ペインクリニック・緩和医療-合併症　
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） ペインクリニック・緩和医療-補助療法　
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） ペインクリニック・緩和医療-慢性痛　
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 局所麻酔-神経・神経叢ブロック
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 局所麻酔-脊髄くも膜下麻酔
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 局所麻酔-硬膜外麻酔
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 局所麻酔-脊硬麻
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 術後鎮痛法-その他の鎮痛法
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 術後鎮痛法-自己調節鎮痛
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 術後鎮痛法-硬膜外鎮痛
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 薬理学-オピオイド
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 薬理学-その他の鎮痛薬
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 薬理学-局所麻酔薬
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） 薬理学-鎮静薬
ペイン緩和・局所麻酔（基礎） その他
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） ペインクリニック・緩和医療-癌性疼痛　
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） ペインクリニック・緩和医療-合併症　
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） ペインクリニック・緩和医療-補助療法　
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） ペインクリニック・緩和医療-慢性痛　
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 局所麻酔-神経・神経叢ブロック
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 局所麻酔-脊髄くも膜下麻酔
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 局所麻酔-硬膜外麻酔
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 局所麻酔-脊硬麻
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 術後鎮痛法-その他の鎮痛法
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 術後鎮痛法-自己調節鎮痛
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 術後鎮痛法-硬膜外鎮痛
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 薬理学-オピオイド
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 薬理学-その他の鎮痛薬
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 薬理学-局所麻酔薬
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） 薬理学-鎮静薬
ペイン緩和・局所麻酔（臨床） その他　
救急・ICU（基礎） 感染症　
救急・ICU（基礎） 救急医療-患者搬送
救急・ICU（基礎） 救急医療-心肺蘇生法
救急・ICU（基礎） 救急医療-ショック
救急・ICU（基礎） 緊急手術の麻酔
救急・ICU（基礎） 集中治療-栄養管理
救急・ICU（基礎） 集中治療-血液浄化療法
救急・ICU（基礎） 集中治療-鎮静法
救急・ICU（基礎） 集中治療-脳死
救急・ICU（基礎） 臓器移植の麻酔
救急・ICU（基礎） その他
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救急・ICU（臨床） 感染症
救急・ICU（臨床） 救急医療-患者搬送
救急・ICU（臨床） 救急医療-心肺蘇生法
救急・ICU（臨床） 救急医療-ショック
救急・ICU（臨床） 緊急手術の麻酔
救急・ICU（臨床） 集中治療-栄養管理
救急・ICU（臨床） 集中治療-血液浄化療法
救急・ICU（臨床） 集中治療-鎮静法
救急・ICU（臨床） 集中治療-脳死
救急・ICU（臨床） 臓器移植の麻酔
救急・ICU（臨床） その他　
麻酔科関連（基礎） モニタリング-血液モニタリング　
麻酔科関連（基礎） モニタリング-神経筋モニタリング　
麻酔科関連（基礎） モニタリング-体温モニタリング
麻酔科関連（基礎） 眼科手術の麻酔
麻酔科関連（基礎） 頭頚部外科の麻酔
麻酔科関連（基礎） 機材・技術開発-PCソフトウェア
麻酔科関連（基礎） 機材・技術開発-ハードウェア
麻酔科関連（基礎） 診療技術・手技
麻酔科関連（基礎） 体表（乳腺、皮膚・形成を含む）の手術の麻酔
麻酔科関連（基礎） 高齢者麻酔
麻酔科関連（基礎） 手術室以外での麻酔
麻酔科関連（基礎） 術後評価と管理
麻酔科関連（基礎） 術後評価と管理-術後合併症
麻酔科関連（基礎） 術後評価と管理-退室基準
麻酔科関連（基礎） 術前評価と管理-リスク評価
麻酔科関連（基礎） 術前評価と管理-術前検査
麻酔科関連（基礎） 術前評価と管理-麻酔前投薬
麻酔科関連（基礎） 術中合併症
麻酔科関連（基礎） 整形外科手術の麻酔
麻酔科関連（基礎） 生理学-炎症
麻酔科関連（基礎） 生理学-肝臓
麻酔科関連（基礎） 生理学-筋肉・骨格
麻酔科関連（基礎） 生理学-体温
麻酔科関連（基礎） 生理学-免疫
麻酔科関連（基礎） 体液管理-酸塩基平衡
麻酔科関連（基礎） 統計
麻酔科関連（基礎） 内視鏡手術の麻酔
麻酔科関連（基礎） 日帰り手術の麻酔
麻酔科関連（基礎） 泌尿器科手術の麻酔
麻酔科関連（基礎） 腹部手術の麻酔
麻酔科関連（基礎） 麻酔関連機器-モニター機器
麻酔科関連（基礎） 麻酔関連機器-麻酔器
麻酔科関連（基礎） 麻酔関連機器-麻酔記録機
麻酔科関連（基礎） 薬理学-吸入麻酔薬
麻酔科関連（基礎） 薬理学-筋弛緩薬
麻酔科関連（基礎） 薬理学-消化器系に作用する薬物
麻酔科関連（基礎） 薬理学-静脈麻酔薬
麻酔科関連（基礎） 薬理学-薬物投与法
麻酔科関連（基礎） 薬理学-薬物動態・薬力学
麻酔科関連（基礎） 遺伝
麻酔科関連（基礎） その他
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麻酔科関連（臨床） モニタリング-血液モニタリング
麻酔科関連（臨床） モニタリング-神経筋モニタリング　
麻酔科関連（臨床） モニタリング-体温モニタリング
麻酔科関連（臨床） 眼科手術の麻酔
麻酔科関連（臨床） 頭頚部外科の麻酔
麻酔科関連（臨床） 機材・技術開発-PCソフトウェア
麻酔科関連（臨床） 機材・技術開発-ハードウェア
麻酔科関連（臨床） 診療技術・手技
麻酔科関連（臨床） 体表（乳腺、皮膚・形成を含む）の手術の麻酔
麻酔科関連（臨床） 高齢者麻酔
麻酔科関連（臨床） 手術室以外での麻酔
麻酔科関連（臨床） 術後評価と管理
麻酔科関連（臨床） 術後評価と管理-術後合併症
麻酔科関連（臨床） 術後評価と管理-退室基準
麻酔科関連（臨床） 術前評価と管理-リスク評価
麻酔科関連（臨床） 術前評価と管理-術前検査
麻酔科関連（臨床） 術前評価と管理-麻酔前投薬
麻酔科関連（臨床） 術中合併症
麻酔科関連（臨床） 整形外科手術の麻酔
麻酔科関連（臨床） 生理学-炎症
麻酔科関連（臨床） 生理学-肝臓
麻酔科関連（臨床） 生理学-筋肉・骨格
麻酔科関連（臨床） 生理学-体温
麻酔科関連（臨床） 生理学-免疫
麻酔科関連（臨床） 体液管理-酸塩基平衡
麻酔科関連（臨床） 統計
麻酔科関連（臨床） 内視鏡手術の麻酔
麻酔科関連（臨床） 日帰り手術の麻酔
麻酔科関連（臨床） 泌尿器科手術の麻酔
麻酔科関連（臨床） 腹部手術の麻酔
麻酔科関連（臨床） 麻酔関連機器-モニター機器
麻酔科関連（臨床） 麻酔関連機器-麻酔器
麻酔科関連（臨床） 麻酔関連機器-麻酔記録機
麻酔科関連（臨床） 薬理学-吸入麻酔薬
麻酔科関連（臨床） 薬理学-筋弛緩薬
麻酔科関連（臨床） 薬理学-消化器系に作用する薬物
麻酔科関連（臨床） 薬理学-静脈麻酔薬
麻酔科関連（臨床） 薬理学-薬物投与法
麻酔科関連（臨床） 薬理学-薬物動態・薬力学
麻酔科関連（臨床） 遺伝
麻酔科関連（臨床） その他　
麻酔全般（基礎） 医療の質-マンパワー　
麻酔全般（基礎） 医療の質-リスクマネジメント
麻酔全般（基礎） 医療の質-医療システム
麻酔全般（基礎） 医療の質-医療経済
麻酔全般（基礎） 医療の質-手術室管理
麻酔全般（基礎） 医療の質-麻酔偶発症
麻酔全般（基礎） 医療倫理
麻酔全般（基礎） 教育-教育評価
麻酔全般（基礎） 教育-教育法
麻酔全般（基礎） 麻酔の歴史
麻酔全般（基礎） その他
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麻酔全般（臨床） 医療の質-マンパワー
麻酔全般（臨床） 医療の質-リスクマネジメント
麻酔全般（臨床） 医療の質-医療システム
麻酔全般（臨床） 医療の質-医療経済
麻酔全般（臨床） 医療の質-手術室管理
麻酔全般（臨床） 医療の質-麻酔偶発症
麻酔全般（臨床） 医療倫理
麻酔全般（臨床） 教育-教育評価
麻酔全般（臨床） 教育-教育法
麻酔全般（臨床） 麻酔の歴史
麻酔全般（臨床） その他


