
（1）東京赤坂地区倫理審査委員会 (2)千葉地区倫理審査委員会

氏名 年齢 所属 氏名 年齢 所属

1 委員長 山崎　力 副大学院長 1 委員長 下川　宏明 副大学院長

2 副委員長 三浦　総一郎 大学委員長 2 副委員長 廣瀬　晃一
成田病院 アレルギー・膠原病内科部長、主任教
授

3 委員 中田　光紀
赤坂心理・医療福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部
長

3 委員 辻 省次 ｹﾞﾉﾑ医学研究所長、医学部　教授

4 委員 黒澤　和生 小田原保健医療学部長 4 委員 矢島　大介 医学部 教授

5 外部委員 銭谷　幹男 赤坂山王ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ　院長 5 委員 岡　孝和 成田病院心療内科部長、主任教授

6 委員 飯室　聡
未来研究支援センター　副ｾﾝﾀｰ長
教授

6 委員 荻野　美恵子
市川病院難病支援ｾﾝﾀｰ長、医学
部教授

7 委員 吉村惠美子 大学院教授 7 委員 笠原　英子
成田病院予防医学ｾﾝﾀｰ、医学部
教授

8 委員 横山　和仁 大学院教授 8 委員 伊藤　淳子 成田病院　看護部長

9 委員 西垣　昌和 大学院教授 9 委員 高須賀　茂文 総合教育ｾﾝﾀｰ長、医学部教授

10 委員 佐藤 真由美 大学院教授 10 委員 長沢　光章 成田保健医療学部長、医学検査学科長・教授、
成田病院検査部統括部長

11 委員 石井　慎一郎 大学院教授 11 委員 西田　裕介 成田保健医療学部理学療法学科長・教授、成田
病院リハビリテーション技術部長

12 委員 石山　麗子 大学院教授 12 委員 高橋　宏寿 成田病院　事務局長

13 委員 嶋津　多恵子 大学院教授 13 委員 榎森　洋 成田ｷｬﾝﾊﾟｽ　事務局長

14 委員 上別府　圭子 大学院教授 14 委員 刀禰　晋輔 成田ｷｬﾝﾊﾟｽ　事務部長

15 委員 安部　和彦 大学院・学部　准教授 15 委員 百瀬　健太郎 成田病院　管理部長

16 委員 岡村　世里奈 大学院・学部　准教授 16 外部委員 松本　整 成田市国家戦略特区推進課 課長

17 委員 坂本　真史 弁護士・准教授 17 外部委員 寺内　亮祐 千葉銀行　成田支店長

18 外部委員 増子　佳世 赤坂山王ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ　医師

19 委員 小林　季幸 副部長

(3) 大田原地区(大田原･成田･小田原・熱海 各ｷｬﾝﾊﾟｽ)栃木地区倫理審査委員会 (4)三田病院倫理審査委員会

氏名 年齢 所属 氏名 年齢 所属

1 委員長 柴　信行 国福病院 副院長（循環器） 1 委員長 小林　幸夫
国際医療福祉大学三田病院　悪性ﾘﾝﾊﾟ腫・
血液腫瘍ｾﾝﾀｰ　副ｾﾝﾀｰ長

2 副委員長 山下　勝幸
基礎医学研究ｾﾝﾀｰ　ｾﾝﾀｰ長　教
授

2 副委員長 小櫃　由樹生
国際医療福祉大学三田病院　心臓血管ｾﾝ
ﾀｰ　血管外科部長

3 委員 野呂 千鶴子
保健医療学部 看護学科 学科長
教授

3 委員 林　真由美
国際医療福祉大学三田病院　看護
部　部長

4 委員 金光　兵衛 薬学部　薬学科　教授 4 外部委員 石嶋　みやこ
医療法人順和会山王病院　看護部
看護部長

5 委員 加藤　尚子
医療福祉学部　医療福祉・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
学科　教授

5 委員 鮎川　誠司 国際医療福祉大学

6 委員 島田　直樹 基礎医学研究ｾﾝﾀｰ・薬学部　教授 6 委員 片岡　幹統
国際医療福祉大学三田病院　消化
器ｾﾝﾀｰ　消化器内科部長

7 委員 高後　裕 国福病院　消化器内科 7 外部委員 小田原　雅人 医療法人順和会山王病院

8 委員 大塚　美恵子 国福病院　脳神経内科 8 外部委員 内野　悠一 医療法人順和会山王病院

9 委員 小黒　恵司 塩谷病院　副院長　脳神 経外科 9 委員 中島　剛
国際医療福祉大学三田病院　事務
部長

10 委員 竹島　信宏 国福病院　産婦人科 10 委員 宇佐見　豪一
国際医療福祉大学三田病院　運営
部長

11 委員 佐藤　淳也 国福病院　薬剤部 11 委員 菊池　好子
国際医療福祉大学三田病院　放射
線室　室長

12 委員 大平　寛典 国福病院　消化器外科

13 委員 戸澤　紀雄 国際医療福祉大学 事務部長

14 委員 永井　進一
社会福祉法人邦友会　大田原リハビリテー
ション　事務局長

15 外部委員 小湊　雄一 邦友会　サポートハウス那須　施設長
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（5）熱海病院倫理審査委員会 （6）九州地区倫理審査委員会

氏名 年齢 所属 氏名 年齢 所属

1 委員長 坂本　康成 国際医療福祉大学熱海病院　教授 1 委員長 廣岡　良隆 福岡保健医療学部　学部長

2 委員 金綱　友木子 国際医療福祉大学熱海病院　教授 2 副委員長 太田　昭一郎 福岡薬学部　薬学科　教授

3 委員 堀内　義仁 国際医療福祉大学熱海病院　教授 3 委員 堀本　ゆかり
福岡保健医療学部　理学療法学科
教授

4 委員 佐藤　美子
国際医療福祉大学熱海病院　看護
部長

4 委員 小荒田　秀一
福岡保健医療学部　医学検査学科
教授

5 委員 長沼　美代子
国際医療福祉大学熱海病院　薬剤
部長

5 委員 安本　誠一
福岡保健医療学部　理学療法学科
准教授

6 委員 柳　辰哉
国際医療福祉大学熱海病院　事務
局長

6 委員 今井　竜也 福岡薬学部　薬学科　講師

7 外部委員 井澤　岳夫
国際医療福祉大学熱海病院　事務
部副部長

7 委員 神塚　泰史 国際医療福祉大学　事務部長

8 外部委員 難波　隆治
国際医療福祉大学熱海病院　管理
部副部長

8 外部委員 小坂　克子
福岡国際医療福祉大学　理学療法
学科　教授

9 外部委員 中村　昌彦 福岡国際医療福祉大学　事務部長

（7）順和会倫理審査委員会 （8）高邦会倫理審査委員会

氏名 年齢 所属 氏名 年齢 所属

1 委員長 内山　真一郎
山王ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
脳血管ｾﾝﾀｰ長

1 委員長 工藤　祥
高木病院　名誉病院長、高邦会画
像診断ｾﾝﾀｰ長

2 副委員長 石嶋　みやこ 山王病院　看護部長 2 副委員長 梅村　創 高木病院　臨床検査部長

3 委員 小田原　雅人
山王病院　糖尿病内分泌内科　部
長

3 委員 矢永　勝彦
福岡山王病院、国際医療福祉大学
大学院　教授

4 委員 古川　佳子
山王ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ　循環器内科　准
教授

4 委員 小島　加代子 高木病院　不妊ｾﾝﾀｰ長

5 委員 齋藤　勲 山王病院　薬剤部長 5 委員 安達　康子 高木病院　副院長、看護部長

6 委員 都築　晃 山王病院　運営部長 6 委員 丸山　泉 福岡山王病院　看護部長

7 外部委員 平賀　英彦
国際医療福祉大学三田病院　総務
課

7 委員 太田　るみ 福岡中央病院　看護部長

8 外部委員 永田　一郎 国際医療福祉大学経理部　部長 8 委員 西村　信弘 高木病院　薬剤部長

9 外部委員 三島　眞人 東京事務所　管理部長 9 委員 福山　利昭 高邦会　常務理事

10 委員 一木　裕二 高邦会　事務局長

11 外部委員 田中　博也 国際医療福祉大学　事務局長

12 外部委員 丸山　仁司 福岡国際医療福祉大学　副学長

13 外部委員 安本　誠一 国際医療福祉大学　准教授

（9）福岡国際医療福祉大学研究倫理審査委員会

氏名 年齢 所属

1 委員長 吉冨　健志 視能訓練学科　教授

2 副委員長 大池　美也子 看護学科　教授

3 委員 田川　辰也 理学療法学科　教授

4 委員 小牧　元 作業療法学科　教授

5 委員 黒木　司 看護学科　准教授

6 委員 平島　ユイ子 言語聴覚専攻科　教授

7 委員 7月着任予定
福岡国際医療福祉大学
事務局長

8 外部委員 今井　竜也
国際医療福祉大学　福岡薬学部
薬学科　講師

9 外部委員 調　卓二 福岡山王病院　事務部長

2/2


