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雑誌 日本慢性医療協会誌

小菅　康史
岩川　彰子
今西　剛史
鈴木　龍太

回復期リハビリテーション病棟に入
院した重症くも膜下出血例の機能
予後

2019 126 12 63-68

Web MEDIFAXweb 鈴木　龍太 創設1年で1万床、今後の見通しは 2019 5

Web Dr.Lifeなび 鈴木　龍太
「介護医療院」の特徴と開設のメリッ
トは？

2019 5

雑誌 月刊　医療経営士 鈴木　龍太
これからの介護医療院の役割と経
営戦略

2019 59 6 12-19

雑誌 日本慢性期医療協会誌 鈴木　龍太
第6回慢性期リハビリテーション学会
優秀演題表彰　講評

2019 123号 6 55

雑誌 日経ケルスケア 鈴木　龍太
回復期・急性期後機能を高める病
院戦略

2019 第357号 7 75

雑誌
「医療経営士」情報誌
理論と実践

鈴木　龍太 医療経営士へ贈ることば 2019 33 7 1

雑誌 日経ケルスケア 鈴木　龍太
介護医療院は150施設突破
転換により病院全体の機能が高ま
る

2019 第358号 8 19

Web
Run＆Up×地域包括ケアシス
テム

鈴木　龍太
介護医療院の役割と今後の展望～
介護医療院の機能を理解し活用す
る～

2019 10

雑誌 医療経営白書2019年度版 鈴木　龍太
新しい介護施設として誕生した介護
医療院の現状と今後の展望

2019 9 94-98

雑誌 病院羅針盤 鈴木　龍太
介護医療院開設から半年
「病院全体の機能が上がった」

2019 160 12 4-9

雑誌 厚生労働 鈴木　龍太 介護医療院 2019 12 28-29

雑誌 日本慢性期医療協会誌 鈴木　龍太
介護医療院に関する調査結果を発
表　積極的なリハが在宅復帰に影
響か

2019 126 12 83-85

広報誌 東和コミュニケーションブラザ 鈴木　龍太
実践・介護医療院戦略
選択プロセスと成果を語る

2020 48 1 1-6

雑誌 回復期リハビリテーション 鈴木　龍太
回復期リハビリテーション病棟協会
地域包括ケア病棟協会　合同シン
ポジウム

2020 71 1 6-18

雑誌 週刊ポスト 鈴木　龍太
「受けるべき検査」×「いらない検
査」

2020 2547 2 120-121

雑誌 日本慢性期医療協会誌 鈴木　龍太
平成30年度優秀論文、第27回学会
優秀演題表彰　講評

2020 127 2 28-29

Ⅲ－９ 出版・論文
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雑誌 神奈川県病院協会會報 鈴木　龍太
随想
進化を変化に　進化を笑顔に

2020 50 3 41-43

書籍

患者・家族に寄り添う　アドバンス・ケ
ア・プランニング　医療・介護・福祉・地
域みんなで支える意思決定のための
実践ガイド

栗田　智美

第Ⅱ章　6．神経難病領域におけるアドバンス・ケ
ア・プランニング（ACP）　　第Ⅲ章　19．神経難病
気管切開、人工呼吸器装着を最期まで望まなかっ
た患者への意思決定支援　　20．神経難病　抗菌
薬治療の拒否を表明した患者への支援

2019 6
109-118、
227-229、
230-234

雑誌 主任看護師 下田　優子
倫理的に問題のない配慮ある看護
記録の書き方・書かせ方

2020 １・２ 24-27

雑誌 おはよう２１
関　亮輔
齋藤　拓

効果あり！職員研修はこうすればう
まくいく⑪接遇・マナー、コミュニ
ケーション

2020 3 44

雑誌 介護経営白書2019 小玉　達也
新しい介護施設として誕生した介護
医療院の現状と今後の展望

2019 7 96-97

会報誌 日本介護福祉士会ニュース 富樫　由紀
介護の現場で輝いています！
手から伝わる介護を実践しています

2019 10

学会誌 作業行動研究 佐藤　純一
100歳の脳卒中患者と家族の認識
の違いを明らかにし，地域住民との
交流会参加を実現した事例

2019 22 ６月 156-165

学術誌 理学療法ジャーナル 近藤　祥平

困難への対応―経験者に学ぶ・4
意欲の低下にどう向き合うか？　心
理精神症状由来編　気分のムラ・易
怒性

2019 53 ８月 817-819

会報誌
理学療法
‐技術と研究‐

加藤　陽子

筋力増強練習を実施し，歩行と階段昇降
が自立した抗ミトコンドリア抗体陽性筋炎
患者　　‐心房粗動による頻脈を考慮して
運動療法を実施した一例‐

2020 48号 ２月 77-80

会報誌 神奈川作業療法研究
佐藤　純一，

他
医療療養病棟におけるSatisfaction
With Life Scaleの評価対象の検討

2020 10 ３月 26-27

雑誌

Nutrition Care（ニュートリショ
ンケア）　会話から引き出す患
者の困りごと病態別栄養指導
のNGワードとOKワード

髙﨑　美幸

患者に寄り添う食事サポート　食べ
る楽しみと心の栄養　「最期まで自
分らしく住み慣れたわが家で過ごす
ための食支援」

2019 第12巻5号 5 76-78

雑誌

Nutrition Care（ニュートリショ
ンケア）　予防×治療×ケア
褥瘡患者のアセスメント＆栄
養ケア

髙﨑　美幸

症例で見る褥瘡患者のアセスメント
と栄養ケア②　経口摂取と中心静脈
栄養を併用し、治癒を得た褥瘡症
例

2019 第12巻8号 8 28-35

雑誌
ナースマガジン　AHN（人工的
水分・栄養補給法）を正しく理
解する

髙﨑　美幸
長期臥床中の在宅療養高齢者に
おける栄養療法の実際

2019 第29号 9 18-19

雑誌

Nutrition Care（ニュートリショ
ンケア）　自炊できない人の食
事療法はどうする？コンビニ食
を上手に活用した栄養指導

髙﨑　美幸
8.慢性閉塞性肺疾患（COPD)患者
の栄養指導

2019 第12巻12号 11 38-41

書籍
「攻めの栄養療法」実践マニュ
アル　うまくいく栄養改善と生
活機能改善

髙﨑　美幸
Ⅱ「攻めの栄養療法」各論　2.経管
栄養⑧経腸栄養剤の選び方

2019 11 149-159
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