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R4.9.5 ４島病第１９３号 副院長兼がん診療センター長 アムルビシン単剤療法における発熱性好中球減少症発症率の検討 承認

R4.7.6 ４島病第１２０号 リハビリ　主任技師 地域包括ケア病棟での補完代替リハビリテーションの試行と臨床効果の検討 承認

R4.6.10 ４ 島病 第８ ７号 リハビリ　理学療法士 人口呼吸器管理中から積極的に介入した重度慢性閉塞性肺疾患の症例 承認

R4.6.8 ４ 島病 第８ ６号 副院長兼がん診療センター長 非小細胞肺癌に対する血管新生阻害薬の効果予測因子に関する前方視的観察研究 承認

R4.5.6 ４ 島病 第５ １号 外科　医長
高齢者乳癌における治療法、予後及びQOLに関する多施設共同観察研究

承認

R4.3.25 ３島病第３８４号 脳神経外科　医師 慢性硬膜下血腫再発因子についての研究 承認

R4.3.16 ３島病第３５９号 検査科　技師 リンパ腫の経過中に後頭部皮下に発生した毛母種 承認

R4.2.8 ３島病第３３５号 外科　医長 ９０歳以上超高齢者に対する消化器外科緊急手術例の検討 承認

R3.12.3 ３島病第２０９号 外科　医長 進行・再発乳癌データベースプロジェクト 承認

R3.10.8 ３島病第１７６号 外科　医長 乳癌薬物療法選択におけるChemoCalcの有効性を検討する多施設共同ランダム化比較試験 承認

R3.10.8 ３島病第１７５号 外科　医長 乳癌組織における核グレードとKi６７の関連および予後予測因子としての有効性の検討 承認

R3.10.4 ３島病第１６９号 リハビリ　主任技師 二分脊椎症児の自己導尿目的の教育入院 承認

R3.10.4 ３島病第１６８号 外科　医師 高齢者胃癌に対する手術成績の検討 承認

R4.8.23 ３島病第１１９号 外科　医師 進行大腸癌術後補助化学療法の有効性に関する検討 承認

R4.7.13 ３ 島病 第７ ７号 外科　医長 化学療法既治療の転移乳がんに対するアベマシクリブ療法の観察研究 承認

R3.7.13 ３ 島病 第７ ６号 外科　医長 閉経後ホルモン受容体陽性切除不能および転移・再発乳癌に対するパルボシクリブ療法の観察研究 承認

R3.6.3 ３ 島病 第７ ５号 内科　診療部長 舌表面画像の深層学習による急性虫垂炎の新規診断予測指標の開発と検証 承認

R3.3.31 ２島病第４５８号 看護部　５階東病棟 地域包括ケア病棟看護師の身体拘束に関する意識調査 承認

R3.3.31 ２島病第４４３号 看護部　４階東病棟 心不全患者の入院前、退院後のセルフケアに関する実態調査 承認

R3.3.31 ２島病第４４２号 看護部　３階東病棟 整形外科・脳神経外科病棟における身体拘束の実態 承認

R3.3.5 ２島病第３８７号 脳神経外科　診療部長 レンズ核線条体動脈領域の脳梗塞患者の予後を動脈硬化リスクコアを用いて予測する研究 承認

R3.2.24 ２島病第３７５号 看護部　ICU ICUにおける身体拘束の継続・強化・緩和を判断した要因分析 承認

R3.2.24 ２島病第３７４号 看護部　５階東病棟 急性期病棟における高齢患者のせん妄発症の実態を関連する要因 承認

R3.2.24 ２島病第３７３号 看護部　４階南病棟 終末期がん患者を介護する高齢介護者の抱く思い 承認

R2.12.18 ２島病第２７８号 看護部　外来 単科精神科病院から一般病院へ転勤した看護師が直面する困難について 承認

R2.12.18 ２島病第２６９号 病理診療科　診療部長 病理診療に基づく成人ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）の疫学研究 承認

R2.9.25 ２島病第１６１号 脳神経外科　診療部長 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に脳卒中を発症した患者の臨床的特徴を明らかにする研究 承認

R2.8.12 ２島病第１５３号 内科　診療部長 好酸球性食道炎に対する局所ステロイド剤内服投与（適用外使用） 承認

R2.7.21 ２島病第１４４号 放射線科　診療部長 進行膵癌に対する酵素標的・増感放射線療法（KORTUC）について 条件付承認

R2.6.9 ２ 島病 第７ ９号 小児科　医長 P-FAPA症候群におけるシメチジン使用の検討 承認

R2.5.12 ２ 島病 第６ ７号 内科　医師 ファラビピラビル等の抗ウイルス薬事療がなされた患者の背景因子と治療効果の検討（観察研究） 承認

R2.1.14
３１島病第３６６

号
整形外科　診療部長 日本整形外科学会症例レジストリー（ＪＯＡＮＲ）構築に関する研究 承認

R1.8.13
３１島病第１９２

号
内科　診療部長 切除不能進行肝細胞癌に対する化学療法の治療効果 承認

R1.8.13
３１島病第１９３

号
リハビリテーション科 患者アンケートを基にした外来通院心臓リハビリテーションの効果の検討 承認

R1.7.9
３１島病第１３８

号
内科　医師

アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した遺伝子スクリ－ニングとモニタリングの
ための多施設共同前向き観察研究

承認

R1.7.9
３１島病第１３９

号
副院長

長崎大学病院関連施設における進行・再発非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻害薬の治療
効果、有害事象、効果予測因子の検討 Ver．1．3

承認

R1.7.9
３１島病第１４０

号
副院長

長崎大学病院関連施設におけるEGFR遺伝子変異陽性進行・再発非小細胞肺癌に対するオシメルチニ
ブの治療効果、有害事象、効果予測因子の検討 Ver．1．2

承認

R1.6.28 ３１島病第１２０号 看護部　手術室 手術に参加する医師と看護師のタイムアウトに対する意識調査 承認

R1.5.15 ３１島病第７１号 看護部　５階南病棟 変則二交代勤務における長日勤・夜勤に関連した看護師の疲労感に関する実態調査 承認

H31.4.26 ３１島病第44号 看護部　３階東病棟 非経口摂取患者への早期離床に対する影響要因の調査 承認

H31.4.5 ３１島病第８号 看護部　ICU病棟 ICUへ緊急入院した脳卒中患者家族のニーズ実態調査 承認

H31.3.13 ３０島病第452号 内科　医長
Cell Free DNA を用いた次世代シーケンサーによる multiplex 遺伝子解析の有効性に関する前向き観察
研究　第2.1版

承認

H31.1.11 ３０島病第378号 リハビリテーション科　主任技師 集中治療病棟専任療法士配置による早期リハビリテーション介入への効果 承認

H31.1.11 ３０島病第377号 リハビリテーション科　主任技師 動作時の呼吸困難感が強い肺癌術後患者に対する呼吸リハビリテーションが有効であった一例 承認

H31.1.11 ３０島病第376号 看護部　４階東病棟 褥瘡発生の要因傾向の明確化と今後の課題 承認

H30.11.28 ３０島病第355号 麻酔科　医師 体幹末梢神経ブロックを併用した腹腔鏡下胆嚢摘出術における術後痛の検討 承認

H30.11.13 ３０島病第334号 看護部　４階南病棟 中堅看護師の組織に対するポジティブ度と離職意図の関連性について 承認

H30.11.13 ３０島病第333号 医療安全管理室　係長 流行性ウイルス感染症に対するワクチン接種の取組と課題 承認

H30.10.15 ３０島病第293号 看護部　５階東病棟 一般混合病棟における終末期がん患者との関わりを通して看護師が抱いている思いの調査 承認

H30.9.5 ３０島病第255号 内科　医長 進行非扁平非小細胞肺癌に対するPEM投与後のS-1の有効性に関する後方視的多施設研究 承認

H30.8.27 ３０島病第230号 脳神経外科　医長 脳卒中の急性期診療体制における施設間連携体制構築のための研究 承認

H30.7.27 ３０島病第185号 検査科　臨床検査技師 下肢血管治療におけるＳＲＰＰ検査の優位性 承認

H30.6.12 ３０島病第94号 内科　医長 非小細肺胞癌術後補助療法としてのTS-1 vs. CDDP+VNRの無作為化第Ⅱ相比較試験 承認
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H30.5.23 ３０島病第８８号 看護部　外来 乳癌術後再発に対する再照射KORTUCにおける放射線皮膚炎の経過観察 承認

H30.4.10 30島病第12号 医療相談室　看護師 在宅緩和ケア推進に向けての取組 承認

H30.1.9 ２９島病第３７２号 病理診断科　医師 軟部に発生した多形腺種由来癌 承認

H30.1.9 ２９島病第３７３号 内科　医長
RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにす
るための前向き観察研究（LC-SCRUM-Japan）

承認

H30.1.9 ２９島病第３７４号 内科　医長
EGFR遺伝子変異陰性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するシスプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマ
ブ併用療法後の維持療法としてペメトレキセドとペメトレキセド+ベバシズマブを比較するランダム化第Ⅱ
相試験（TORG1321）

承認

H30.1.9 ２９島病第３７５号 内科　医長 肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察研究 承認

H30.1.9 ２９島病第３７６号 内科　医長
免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブが誘発するⅠ型糖尿病、間質性肺疾患の発症に関連する原因
遺伝子多型・変異の探索的研究

承認

H30.1.9 ２９島病第３７０号 内科　医長
PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理学的、分
子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究

承認

H29.10.10 ２９島病第２７９号 診療情報管理士 院内がん登録とＤＰＣデータを使ったＱＩ研究への参加 承認

H29.10.10 ２９島病第２８０号
リハビリテーション科
理学療法士

心不全患者における心不全再発・急性増悪に関わる因子の検討 承認

H29.10.10 ２９島病第２８１号 外来　看護師 非輪番日の夜間ファーストコールでの症例別プロトコールを用いた電話トリアージの取組 条件付承認

H29.9.11 ２９島病第５５５号
リハビリテーション科
理学療法士

脳卒中連携パスからみた当院地域包括ケア病棟の可能性 承認

H29.9.11 ２９島病第５５６号 ３階東病棟看護師 大腿骨骨折で手術を受ける患者に対する認知症状を悪化させないための介入方法の検討 承認

H29.9.11 ２９島病第５５７号
リハビリテーション科
理学療法士

ＮＳＴとリハビリテーションの連携で自宅退院に至ったGOLDstage分類Ⅳ期のCOPD症例の経験 承認

H29.8.8 ２９島病第５５４号 ５階東病棟　看護師 小児の持続点滴に関する刺入部の観察ができる固定方法の検討 承認

H29.7.25 ２９島病第５５０号 整形外科　診療部長 日本人工関節登録制度 承認

H29.7.25 ２９島病第５５１号 手術室看護師 脊髄クモ膜下麻酔下で牽引手術台を使用する患者に対する保温方法の検討 承認

H29.7.25 ２９島病第５５２号 ４階南病棟　看護師 慢性閉塞性肺疾患を有する患者・家族の食生活に関する実態調査 承認

H29.7.25 ２９島病第５５３号 ５階南病棟　看護師 睡眠薬服用者への後頸部温罨法 承認

H29.5.9 ２９島病第６３号 薬局　薬剤師 増悪を繰り返す心不全患者の背景要因の検討 承認

H29.5.9 ２９島病第６４号 病理診断科　臨床検査技師 ERCP検体にみられたランブル鞭毛虫 承認

H29.5.9 ２９島病第６５号 病理診断科　臨床検査技師 腋窩に発生した異所性乳癌 承認

H29.4.27 ２９島病第３２号
長崎大学病院　耳鼻咽喉科
教授

耳真珠腫に対する５フルオロウラシル軟膏の効果に関する研究 承認

H29.1.10 28島病第372号 医事係 がん患者・家族に対するアンケート調査の実施について 承認

H29.1.10 28島病第366号
リハビリテーション科
理学療法士

Jacobsen症候群を呈した３歳女児に対して独歩獲得に向けての
取り組み

条件付承認

H29.1.10 28島病第365号
リハビリテーション科
理学療法士

脳血管疾患患者の地域包括ケア病棟入棟者の調査 承認

H29.1.10 28島病第364号
リハビリテーション科
理学療法士

乳がん末期患者への関わりから再認識したチームアプローチの必要性 承認

H29.1.10 28島病第363号 麻酔科　医師
胸筋温存乳房切除術の術後痛に対する肋間神経前皮枝ブロックの
意義

承認

H28.11.8 28島病第311号 栄養班　主任技師 消化管手術患者における栄養指導介入の取り組み 承認

H28.11.8 28島病第307号
副院長 担がん患者におけるがん免疫微小環境と宿主免疫応答の解析

～免疫チェックポイント阻害薬（ニボルマブ）投与患者におけるがん抗原特異的免疫応答の解析～
承認

H28.10.4 28島病第274号 長崎大学病院　泌尿器科
化学療法未治療の転移性去勢抵抗性前立腺癌（ｍCRPC）患者を対象としたJNJ-56021927とアビラテロ
ン酢酸エステル＋プレドニゾンの併用とアビラテロン酢酸エステル＋プレドニゾンを比較する第Ⅲ相ラン
ダムかプラセボ対照二重盲検比較試験

承認

H28.10.4 28島病第267号 検査科　臨床検査技師 当院におけるインフルエンザウイルス検査実績について 承認

H28.10.4 28島病第264号 ５階東病棟　看護師 シャルコー・マリー・トゥース病を有する患者の人工肛門管理の工夫 承認

H28.10.4 28島病第263号
リハビリテーション科
理学療法士

小児外来リハビリテーション患者に対する調査研究 条件付承認

H28.10.4 28島病第262号
リハビリテーション科
理学療法士

脳血管疾患患者の地域包括ケア病棟入棟者の調査 条件付承認

H28.10.4 28島病第261号
リハビリテーション科
理学療法士

外科患者の術前呼吸リハビリの実施状況、理解の把握 条件付承認

H28.10.4 28島病第260号
リハビリテーション科
理学療法士

集中治療病棟（ICU病棟）担当療法士配置による早期リハビリテーション介入への効果 条件付承認

H28.10.4 28島病第205号 ＩＣＵ　看護師 ＩＣＵに入室した脳卒中患者家族のニード～家族背景に着目して～ 条件付承認

H28.8.30 28島病第206号 ５階南病棟　看護師 不眠の高齢患者に後頸部温罨法を試みて 承認

H28.8.30 28島病第205号 ＩＣＵ　看護師 ＩＣＵに入室した脳卒中患者家族のニード～家族背景に着目して～ 継続審議

H28.8.30 28島病第204号 ４階南病棟　看護師 Ａ病棟における感染経路別予防に対する意識・行動の現状 承認

H28.8.30 28島病第203号 医事係　診療情報管理士 院内がん登録の精度の向上 承認

H28.8.30 28島病第202号 検査科　臨床検査技師 グラム染色の技師間による差をなくすための取り組み 承認

H28.8.30 28島病第201号 病理診断科　臨床検査技師 当院における乳癌の症例について疫学・画像・病理細胞所見の総合的調査 承認

H28.8.30 28島病第145号 外来　看護師
上部消化管内視鏡の一次洗浄時における洗浄剤検討
培養検査を行った洗浄剤の比較

承認

H28.8.30 28島病第144号 手術　看護師 緊急外科手術を受ける患者家族の思いの調査報告 承認

H28.8.2 28島病第147号 副院長
高齢者化学療法未施行IIIB/IV期扁平上皮肺がんに対するnab-Paclitaxel＋Carboplatin併用療法と
Docetaxel単剤療法のランダム化第Ⅲ相試験

承認

H28.7.12 28島病第146号
リハビリテーション科
理学療法士

心不全患者の自宅退院の可否に影響を及ぼす要因の検討 承認

H28.7.12 28島病第145号 外来　看護師
上部消化管内視鏡の一次洗浄時における洗浄剤検討
培養検査を行った洗浄剤の比較

継続審議

H28.7.12 28島病第144号 手術　看護師 緊急外科手術を受ける患者家族の思いの調査報告 継続審議

H28.7.12 28島病第143号
リハビリテーション科
理学療法士

緊急入院となった心不全症例に対し、心リハが及ぼす効果 承認

H28.6.22 28島病第119号 外科　医師 原発巣不明の全身多発小細胞癌へのカルボプラチンとエトポシド使用 承認
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H28.5.20 26島病第185号 放射線科　診療部長
酵素標的・増感放射線治療（ＫＯＲＴＵＣ）の適応症例の拡大」
【研究等変更申請】

条件付承認

H28.5.20 28島病第84号 放射線科　診療放射線技師 肺oligometastasesへの定位放射線治療症例の調査研究への協力 承認

H28.5.20 28島病第83号 外来　看護師
熊本地震時のＥＭＩＳ入力状況の実態と研修後の評価
～ＤＭＡＴ看護師の立場から～

承認

H28.3.29 27島病第593号
検査科
臨床検査技師

２０代男性の頭蓋骨に発生したlangerhans cell histiocytosisの一例 承認

H28.3.29 27島病第592号 外来　副看護師長 腹部に壊死性筋膜炎を発症した患者の創傷管理 承認

H28.2.10 27 島 病第 477号
リハビリテーション科
理学療法士

消化器がん患者に対する周術期リハビリテーションの有効性について 承認

H28.1.12 27 島 病第 443号 医療相談室　看護師 緩和ケア外来のがん患者・家族に対する在宅支援と調整 承認

H27.9.29 27 島 病第 331号 外来　看護師 A病院における夜間小児外来でのファーストコールの実態調査 条件付承認

H27.9.29 27 島 病第 330号 ３階東病棟　看護師 少人数制指導における小児看護技術習得の取り組み 承認

H27.9.29 27 島 病第 329号 ５階東病棟　看護師 全身麻酔下での消化器外科手術後、せん妄発症した患者の事例研究 条件付承認

H27.9.29 27 島 病第 328号 ４階南病棟　看護師 抗がん剤治療患者の口腔トラブルとセルフケアの現状について 条件付承認

H27.9.29 27 島 病第 327号 ４階東病棟　看護師 A病棟看護師の口腔ケアに対する意識・実態調査 承認

H27.9.16 27 島 病第 292号 内科　医長 長崎県の骨髄系腫瘍における臨床的特徴および予後についての観察研究 承認

H27.9.16 27 島 病第 291号 内科　医長
ボルテゾミブおよびレナリドミド治療後再発多発性骨髄腫患者におけるポマリドミドおよびテキサメタゾン
併用療法の有効性に関する国際共同第Ⅱ相試験

承認

H27.9.16 27 島 病第 290号 ＩＣＵ　看護師 術後ＩＣＵに入室する患者の持つ、気がかりについての調査 承認

H27.9.16 27 島 病第 289号 手術　看護師 器機出し看護師、外回り看護師の眼周囲への血液暴露の実態 条件付承認

H27.9.16 27 島 病第 288号 ５階南病棟　看護師長
地域包括ケア病棟に入院している患者の在宅復帰を円滑にするための取組み～試験外泊をより効果的
にするための支援シート～

承認

H27.3.18 26 島 病第 489号 麻酔科　医師
乳腺手術におけるPectoral nerves blockとSerratus-intercostal planeblockの術後鎮痛効果と乳房切除
後疼痛症候群(PMPS)の予防効果の検討

承認

H27.3.18 26 島 病第 488号 内科　医長 食欲が低下したがん患者への「おこのみ食」の導入 条件付承認

H27.3.18 26 島 病第 487号 外科　　診療部長
根治切除可能な進行直腸癌に対する術前化学療法としての
SOX療法とｍFOLFOX6療法の有用性の検討　－ランダム化第Ⅱ相臨床試験―（多施設共同研究

承認

H27.3.18 26 島 病第 185号
呼吸器内科　副院長兼医療局
長

未治療進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺がんを対象としたカルボプラチン＋パクリタキセル＋ベバシズマ
ブ併用療法とシスプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療法のランダム化第Ⅱ相試験

承認

H26.8.27 26-2 放射線科　診療部長 酵素標的・増感放射線治療（KORTUC）の適応症例の拡大 条件付承認

H26.8.27 26-１
呼吸器内科　副院長兼医療局
長

未治療進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺がんを対象としたカルボプラチン＋パクリタキセル＋ベバシズマ
ブ併用療法とシスプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療法のランダム化第Ⅱ相試験

承認

H25.4.23 25-3 呼吸器内科　医長
未治療進行肺扁平上皮癌および肺扁平上皮癌の術後再発に対するアムルビシンとネダプラチン併用化
学療法第Ⅱ相試験

承認

H25.4.23 25-2 呼吸器内科　医長
プラチナ製剤への抵抗が予想される進行非小細胞肺癌に対するイリノテカン、パクリタキセル、ベバシズ
マブ併用化学療法の有効性の検討

承認

H25.4.23 25-1 脳神経外科　副院長
非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対するリバーロキサバンの有効性と安全性
に関する登録観察研究

承認

H24.12.7 24-2
呼吸器内科　副院長兼医療局
長

薬剤性間質性肺疾患の発症に関連するバイオマーカーの探索研究 承認

H24.5.10 24-1 血液内科　医長 ベルケイド皮下注射投与の申請 承認

H23.12.12 23-5 血液内科　医長 造血幹細胞移植の適応とならない未治療多発性骨髄腫に対するサレドカプセル維持療法の臨床研究 承認

H23.12.12 23-4 血液内科　医長
骨髄不全症候群および発作性夜間ヘモグロビン尿症（PNH）疑い症例におけるGPIアンカー膜蛋白欠損
血球の保有率とその意義を明らかにするための観察研究

承認

H23.5.19 23-3 内科　医師 限局型小細胞肺癌に対するアムルビシン/シスプラチンと放射線同時併用療法の第I-II相試験 条件付承認

H23.5.19 23-2 内科　医師
IIA-IIIB期非小細胞肺癌患者に対する、シスプラチン・TS-１・放射線治療併用術前導入化学療法の第II
相試験

承認

H23.5.19 23-1 外科　医長
胃全摘術施行後の消化管機能異常に対する大建中湯（DKT：TJ-100）の臨床効果～予防効果に関する
探索的検討～

承認

H22.4.14 22-3 内科　医長 日本国内の初発未治療の慢性期慢性骨髄性白血病を対象とした観察研究 承認

H22.4.14 22-2 内科　医長 日本国内における２nd　line以降の既治療慢性骨髄性白血病患者を対象とした観察研究 承認

H22.4.14 22-1 内科　医長 慢性期慢性骨髄性白血病における微少残存病変の経時的変化とＡＢＬ遺伝子変異の検討 承認

H22.2.12 21- 内科　医長 移植適応外で未治療の多発性骨髄種患者を対象としたMP療法とゾレドロン酸併用の検討試験 承認

H22.1.14 21- 放射線科　医長
低濃度の過酸化水素とヒアルロン酸を含有する放射線増感剤の腫瘍局所注入による増感・放射線治療
/化学療法」－皮膚や骨・軟部組織、乳房などの局所進行癌および転移リンパ節に対して－

条件付承認

H21.12.16 21- 内科　医師 未治療進展型小細胞肺癌に対するアムルビシンとカルボプラチン併用科学療法　-第Ⅱ相試験- 承認

H21.12.16 21- 内科　医師 EGFR遺伝子の特定領域に遺伝子変異を有する非細胞癌に対するエルロチニブ療法の第Ⅱ相試験 承認

H21.12.16 21- 内科　医師 未治療非小細胞肺癌に対するアムルビシンとネダプラチン併用化学療法　-　第Ⅰ-Ⅱ相試験- 承認

H21.12.16 21- 内科　医師
高齢者の切除不能未治療非小細胞肺癌に対するTS-1療法
-phase Ⅱ study

承認

H21.12.16 21- 内科　医師
ゲフィチニブ初回奏効後再増悪例に対する再投与療法
-phase Ⅱ study

承認

H21.12.16 21- 内科　医長
成人T細胞白血病リンパ種（ATL）における微小残存病変（MRD）検査法の臨床応用についての第３次研
究

承認

H19.9.20 19- 内科　医師 フローサイトメトリーを用いた造血器疾患の解析と診断への応用 承認

H18.12.26 18- 脳神経外科　医療局長 脳死判定委員（３名）の選定について 承認

H18.12.26 18- 脳神経外科　医療局長 臓器提供にかかる承認について 承認

H18.9.22 18-
内科　医師
放射線科　医長

放射線定位治療と化学療法をミックスした治療について 承認


