循環器班
研究活動の方針と実績
私たちは自施設で得られた新たな知見と貴重な経験を、この領域で活動する多くの方と共
有したいと考えています。このため、個人情報と倫理上の問題が発生しないよう、病院及び
大学の審査委員会（IRB）で承認を受けた後に、論文作成や学会発表を行い、医学の進歩に
貢献する方針です。最近 5 年間（2011.4-2016.3）の実績（小児科分野で筆頭著者、及び責
任著者となっている論文のみ）を下記に示します。
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