*は今回更新分
※2017年3月までに登録のあったものについては、「手順書等の閲覧場所」も
登録施設数：1269施設
まとめてこの欄に記載しています。
（2018/5/31現在）

治験審査委員会の登録状況
変更

治験審査委員会の名称

治験審査委員会の所在地

法人名

手順書等を公開したホームページアドレス※

法人番号

ＪＡ北海道厚生連 遠軽厚生病院 治験審査委員会

北海道紋別郡遠軽町大通北３丁目５

http://www.dou-kouseiren.com/byouin/engaru/

ＪＡ北海道厚生連 倶知安厚生病院 治験審査委員会

北海道虻田郡倶知安町北４条東１丁目２番地

http://www.ja.-hokkaidoukouseiren.or.jp/

ＪＡ北海道厚生連 網走厚生病院 治験審査委員会

北海道網走市北６条西１丁目９番地

http://www.ja-hokkaidoukouseiren.or.jp/tiken/index.html

JA北海道厚生連旭川厚生病院 治験審査委員会

北海道旭川市１条通２４丁目１１１番地３

http://www.ja-hokkaidoukouseiren.or.jp/tiken/01hospital/asahikawa.html

JA北海道厚生連札幌厚生病院治験審査委員会

北海道札幌市中央区北3条東8丁目5番地

http://www.ja-hokkaidoukouseiren.or.jp/tiken/index.html

ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院治験審査委員会

北海道帯広市西６条南８丁目１番地

http://www.ja-hokkaidoukouseiren.or.jp/tiken/index.html

JR札幌病院 臨床研究審査委員会

北海道札幌市中央区北3条東1丁目

KKR札幌医療センター 治験審査委員会

北海道札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40

施設内

ＫＫＲ札幌医療センター 斗南病院 治験審査委員会

北海道札幌市中央区北1条西6丁目

施設内

北海道旅客鉄道株式会社

4430001022657

―

手順書等の閲覧場所

施設内

医療法人社団 慈昂会 福住内科クリニック 治験審査委員 北海道札幌市豊平区福住2条1丁目2-5 イトーヨーカ
会
ドー福住店5階

医療法人社団慈昂会

8430005001851

―

当院内

医療法人社団札幌百合の会病院治験審査委員会

札幌市北区百合が原11丁目186

医療法人社団札幌百合の会
5430005001788
病院

―

治験事務局

医療法人北仁会旭山病院 治験審査委員会

札幌市中央区双子山４丁目３番３３号

公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院
治験審査委員会

北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9番1号

社会医療法人 北海道循環器病院

札幌市中央区南27条西13丁目1-30

社会医療法人 北海道循環器病院
治験事務局

市立札幌病院臨床研究審査委員会

札幌市中央区北11条西13丁目

http://www.city.sapporo.jp/hospital/clinicaltrial/about/index.html

リバーサイド内科循環器科クリニック治験審査委員会

札幌市中央区南７条西２丁目１番地 マンション第二リ
バーサイド１階

医療法人社団 杏友会 リバーサイド内科循環器科クリニック
治験事務局

治験審査委員会事務局 医療法人北仁会 旭山病院 内
公益社団法人 北海道勤労
者医療協会 勤医協中央病
院

3430005010758

http://www.kin-ikyo-chuo.jp/for_medical/committee/clinical_trial/

―

旭川医科大学病院医薬品等臨床研究審査委員会

北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号

旭川赤十字病院治験審査委員会

旭川市曙1条1丁目1番1号

国立大学法人旭川医科大学 2450005001797

http://www.asahikawa-med.ac.jp/hospital/chiken

施設内

医療法人 北祐会 北祐会神経内科病院 治験審査委員会 北海道札幌市西区二十四軒２条２丁目４－３０

院内（総務部）

医療法人 ときわ病院 治験審査委員会

北海道札幌市南区常盤3条1丁目6番1号

医療法人 ときわ病院 治験審査委員会事務局

医療法人 歓生会 豊岡中央病院治験審査委員会

北海道旭川市豊岡７条２丁目１番５号

http://www.328181.com/sector/committee/trial/

医療法人 啓生会病院 治験審査委員会

北海道札幌市東区北27条東20-5-25

施設内

医療法人 母恋 日鋼記念病院 治験審査委員会

北海道室蘭市新富町１－５－１３

http://www.nikko-kinen.or.jp/

医療法人 北晨会 恵み野病院 治験審査委員会

北海道恵庭市恵み野西2丁目3-5

治験事務局

医療法人王子総合病院 治験審査委員会

北海道苫小牧市若草町３丁目４番８号

医療法人王子総合病院 治験事務局（薬剤科内）

医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院 治験審査委員会

北海道札幌市白石区菊水元町5条3丁目5番10号

医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院治験審査委員会

札幌市手稲区前田1条12丁目1番40号

http://www.keijinkai.com/teine/
閲覧場所（手順書、委員名簿、会議の記録の概要の閲覧）
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 治験管理センター

医療法人社団 岡本内科クリニック 治験審査委員会

北海道札幌市中央区大通西７丁目２番地

院内（面談室）

医療法人社団 やまうち内科クリニック 治験審査委員会

北海道札幌市白石区栄通19丁目1番1号

施設内

医療法人社団 杏和会 おびひろ呼吸器科内科病院 治験
審査委員会

北海道帯広市東5条南20丁目1番地

施設内 事務室

医療法人社団 我汝会 さっぽろ病院 治験審査委員会

北海道札幌市東区北24条東1丁目3番7号

ホームページの公開は無し

医療法人社団 我汝会えにわ病院 治験審査委員会

恵庭市黄金中央2丁目1番地の1

治験審査委員会事務局
医療法人社団 我汝会えにわ病院 内

医療法人社団 憲仁会 牧田病院 治験審査委員会

北海道札幌市北区新琴似1条2丁目6-25

医療法人社団 憲仁会 牧田病院 治験審査委員会事務局

―

医療法人社団 小泉呼吸器科・内科クリニック 治験審査委
北海道札幌市中央区南1条西27丁目1－41
員会

施設内

医療法人社団 祥和会 いわみざわ神経内科・内科CLINIC
治験審査委員会

北海道岩見沢市7条東6丁目11番地15

治験事務局（事前に連絡をお願いいたします）

医療法人社団 北広島中央クリニック 治験審査委員会

北海道北広島市中央1丁目2-7

医療法人社団 北広島中央クリニック 治験審査委員会事務局

医療法人社団 林下病院 治験審査委員会

札幌市中央区南1条西15丁目

施設内

医療法人社団デイケアクリニックほっとステーション治験審査
北海道札幌市中央区大通西５丁目８昭和ビル２階
委員会

当院事務所

医療法人社団幾晃会 木原循環器科内科医院 治験審査委
北海道旭川市4条通22丁目118番地
員会

医療法人社団幾晃会 木原循環器科内科医院

医療法人社団慶友会 吉田病院 治験審査委員会

北海道旭川市４条西４丁目１番２号

http://www.keiyukai-group.com

医療法人社団健和会 大村病院 治験審査委員会

北海道函館市若松町27番16号

施設内

医療法人社団札幌循環器クリニック 札幌循環器病院 治験
北海道札幌市中央区北11条西14丁目29-15
審査委員会

治験審査委員会の手順書等を掲載したホームページアドレス

医療法人社団青優会 南小樽病院 治験審査委員会

北海道小樽市小樽市潮見台１丁目５番３号

施設内

医療法人社団糖友会栗原内科 治験審査委員会

北海道札幌市厚別区厚別中央３条５丁目７－２８

医療法人社団豊友会 千歳豊友会病院 治験審査委員会

北海道千歳市富丘1丁目618－6

施設内

医療法人社団養生館 苫小牧日翔病院 治験審査委員会

北海道苫小牧市矢代町2丁目9番13号

医療法人社団養生館 苫小牧日翔病院

医療法人社団糖友会栗原内
2430005001898
科

―

医療法人社団翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル 治験審査委
北海道札幌市厚別区厚別東4条2丁目1番30号
員会

医療法人社団翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル

医療法人清田病院 治験審査委員会

北海道札幌市清田区真栄1条1丁目1-1

施設内

医療法人北武会 美しが丘病院 治験審査委員会

北海道札幌市清田区真栄61-1

医療法人北武会

2430005001519

院内受付並びに治験審査委員会事務局

一般社団法人 北海道臨床精神薬理研究会 治験審査委員 北海道札幌市中央区北2条西2丁目１番5号 リージェ
会
ントビル5階

薬理研治験審査委員会事務局

宮脇整形外科治験審査委員会

手順書等の閲覧は当病院の治験事務局内にて閲覧可能です

北海道恵庭市有明町3丁目1-6

施設内

―

釧路赤十字病院治験審査委員会

北海道釧路市新栄町21－14

http://www.kushiro.jrc.or.jp/tiken/tiken_top.html

国立大学法人北海道大学病院治験審査委員会

北海道札幌市北区北14条西5丁目

http://trctca.huhp.hokudai.ac.jp/

砂川市立病院治験審査委員会

砂川市西4条北2丁目1番1号

www.med.sunagawa.hokkaido.jp

札幌医科大学附属病院臨床研究審査委員会

北海道札幌市中央区南1条西16丁目

http://web.sapmed.ac.jp/byoin/chiken/index.html

札幌花園病院治験審査委員会

札幌市中央区南15条西15丁目1－30

札幌花園病院薬局

札幌向精神薬治験審査委員会

北海道札幌市中央区大通西16丁目1番30号 第10芙
蓉ビル5階

手順書のみ：http://irb.ishikawa-mental.com/
名簿並びに、会議の記録の概要：いしかわ心療・神経クリニック 院内設置 ・
前田神経クリニック 院内設置 ・ 南1条メンタルクリニック 院内設置

札幌市医師会治験審査委員会

札幌市中央区大通西１９丁目１番地の１

札幌皮膚科クリニック治験審査委員会

札幌市中央区南3条西2丁目1番1

札幌皮膚科クリニック治験審査委員会事務局

市立旭川病院 治験審査委員会

北海道旭川市金星町1丁目1番65号

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/hospital/ach/04_each%20section
/right_09_03_chiken.htm

市立小樽病院治験審査委員会

北海道小樽市若松１丁目２番１号

市立小樽病院 薬局

市立千歳市民病院 倫理審査委員会

北海道千歳市北光2丁目１番１号

http://www.city.chitose.hokkaido.jp/hospital/ で公開及び治験事務局で文書
閲覧

市立稚内病院治験審査委員会

稚内市中央4丁目11番6号

市立稚内病院治験審査委員会事務局

市立函館病院治験審査委員会

北海道函館市港町１丁目１０番１号

http://www.hospital.hakodate.hokkaido.jp/

社会医療法人 恵佑会札幌病院 治験審査委員会

北海道札幌市白石区本通14丁目北1-1

社会医療法人 恵佑会札幌病院 薬剤科（治験事務局）にて閲覧可能

社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院

札幌市中央区北１条東１丁目2-3

IRB会議記録概要の公開
治験管理室にて設置し、一般閲覧可能

一般社団法人 札幌市医師
会

1430005000892

http://www.spmed.jp/14_kankei/chiken/0401_chiken.html

社会福祉法人 北海道社会事業協会 富良野病院 治験審
北海道富良野市住吉町1番30号
査委員会

施設内

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会小樽病
院 治験審査委員会

施設内

北海道小樽市梅ケ枝町8-18

―

受託研究審査委員会

札幌市南区川沿１４条１丁目５番１号

なし

総合病院 釧路赤十字病院治験審査委員会

北海道釧路市新栄町21-14

http://www.kushiro.jrc.or.jp/department/index_7-1.html#p02

滝川市立病院治験審査委員会

滝川市大町2丁目2番34号

滝川市立病院治験審査委員会事務局

登別厚生年金病院治験審査委員会

北海道登別市登別温泉町133番地

なし

東日本電信電話株式会社 札幌病院 治験審査委員会

札幌市中央区南1条西15丁目

http://www.ntt-east.co.jp/smc/

独立行政法人国立病院機構旭川医療センター治験審査委
員会

旭川市花咲町７丁目４０４８番地

http://www.hosp.go.jp/~asahikawamc/

独立行政法人国立病院機構帯広病院治験審査委員会

北海道帯広市西18条北2丁目16

http://www.obihp.jp/info/2011/03/post-14.htm

独立行政法人国立病院機構函館病院治験審査委員会

北海道函館市川原町18番16号

http://hnh-hosp.jp/46/

独立行政法人国立病院機構八雲病院治験審査委員会

北海道二海郡八雲町宮園町１２８

更新中

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター治験審査
委員会 （National Hospital Organization Hokkaido Cancer
Center Institutional Review Board、 略称：NHO-HCC-IRB）

北海道札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号

http://www.sap-cc.org/Chiken/ho-mu.htm

独立行政法人国立病院機構北海道医療センター受託研究
審査委員会

札幌市西区山の手5条7丁目1番1号

http://www.hosp.go.jp/~hokkaidomc/

苫小牧市立病院治験審査委員会

苫小牧市清水町1丁目5番20号

www.city.tomakomai.hokkaido.jp/cityhp/

北海道医療生活協同組合 札幌緑愛病院 治験審査委員会 北海道札幌市清田区北野1条1丁目6-30

施設内

北海道医療大学 歯科内科クリニック 治験審査委員会

北海道石狩郡当別町金沢1757

治験事務局で文書閲覧

北海道医療大学病院治験審査委員会

北海道札幌市北区あいの里2条5丁目1

治験事務局で文書閲覧

北海道社会保険病院治験審査委員会

北海道札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

薬剤部 治験事務局

北海道内科リウマチ科病院 治験審査委員会

札幌市西区琴似１条３丁目１－４５

治験管理室

北見赤十字病院 治験審査委員会

北見市北６条東２丁目

http://www.kitami.jrc.or.jp/syokai/4-09-jyo.htm

つがる西北五広域連合つがる総合病院治験審査委員会

青森県五所川原市字岩木町12番地3

つがる西北五広域連合つがる総合病院治験センター

弘前大学医学部附属病院医薬品等臨床研究審査委員会

弘前市本町５３番地

http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/

青森県立中央病院治験審査委員会

青森市東造道２丁目１番１号

http://aomori-kenbyo.jp/activity/chiken

独立行政法人国立病院機構弘前病院受託研究審査委員会 青森県弘前市富野町１番地

http://www.aoi-mori.net/~hirosaki/clinicalresearch/clinical02

独立行政法人国立病院機構青森病院治験及び受託研究審
青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野１５５番地
査委員会

http://www.nhoaomori.jp/

独立行政法人国立病院機構八戸病院受託研究審査委員会 青森県八戸市吹上三丁目１３番１号

http://www.hosp.go.jp/~hatinohe

岩手県立病院共同治験審査委員会

岩手県盛岡市上田1丁目4-1

おいかわ内科クリニック治験審査委員会

岩手県盛岡市上田一丁目１８番３８号

会議室

盛岡市立病院治験審査委員会

岩手県盛岡市本宮五丁目15番地1号

http://www.morioka-city-hosp.jp/info/tiken.html

医療法人共生会松園第二病院治験審査委員会

岩手県盛岡市西松園三丁目２２番３号

松園第二病院 事務室

医療法人誠心会真山池田医院治験審査委員会

岩手県盛岡市本通三丁目１９番３２号

事務室

岩手医科大学治験審査委員会

岩手県盛岡市内丸19-1

岩手県立胆沢病院治験審査委員会

岩手県奥州市水沢区字龍ヶ馬場６１番地

なし（準備中）
※現在ホームページでは公表していない。

財団法人 総合花巻病院治験審査委員会

岩手県花巻市花城町４番２８号

http://www.hanamakihospital.or.jp/index.html

社団医療法人 盛岡繋温泉病院治験審査委員会

岩手県盛岡市繋字尾入野６４番地９

http://tsunagi-hp.net/

盛岡赤十字病院治験審査委員会

岩手県盛岡市三本柳6-1-1

施設内

独立行政法人国立病院機構花巻病院受託研究審査委員会 岩手県花巻市諏訪５００

岩手県

学校法人 岩手医科大学

4000020030007

4400005000752

http://www.chuo-hp.jp

http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/chiken/index.html

http://www.nho.-hanamaki,jp/

―

―

独立行政法人国立病院機構釜石病院治験審査委員会

岩手県釜石市定内町四丁目７番１号

http://www.nhokamaishi.jp/

独立行政法人国立病院機構岩手病院受託研究審査委員会 岩手県一関市山目字泥田山下４８番地

http://www.hosp.go.jp/~iwate/

独立行政法人国立病院機構盛岡病院治験審査委員会
（National Hospital Organization Morioka National Hospital
Institutional Review Board）

http://www.hosp.go.jp/~morioka/

岩手県盛岡市青山一丁目25番1

一般社団法人 東北臨床研究審査機構 共同臨床研究審査
宮城県仙台市青葉区上杉１－６－１０
委員会

http://www.activato.org/index.html

仙台市立病院 治験審査委員会

宮城県仙台市太白区あすと長町一丁目1番1号

https://hospital.city.sendai.jp/

せんだい治験審査委員会

宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘７丁目２２―８

医療法人さくら 桜ヶ丘クリニックの事務局

東北医科薬科大学病院治験審査委員会

宮城県仙台市宮城野区福室一丁目１２－１

学校法人東北医科薬科大学 9370005001403

http://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/center/cr_support_center/index.html

独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院受託研究審査
宮城県仙台市太白区鈎取本町２-11-１１
委員会

http://www.nishitaga-hosp.jp/iryokankei/pdf/h26tejyunsyo.pdf

独立行政法人国立病院機構宮城病院治験審査委員会

宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原１００

http://www.mnh.go.jp

山田憲一内科医院治験審査委員会

宮城県多賀城市山王字中山王１３－１

http://www014.upp.so-net.ne.jp/chi-ke-n/

ユカリア治験審査委員会

宮城県仙台市青葉区中央一丁目3番1号 AER16F

http://munakata-cl.jp/

医療法人 永仁会 永仁会病院治験審査委員会

宮城県大崎市古川旭二丁目５番１号

医療法人永仁会 永仁会病院の事務局

医療法人 楽生会 奥口内科クリニック 治験審査委員会

宮城県仙台市青葉区中央２丁目10-12 仙台マルセン
ビル2Ｆ

http://www.okuguchinaikaclinic.jp/

医療法人 五十嵐小児科治験審査委員会

宮城県仙台市泉区高森４丁目２―５３６

医療法人 五十嵐小児科の事務局

医療法人 宏人会中央クリニック治験審査委員会

宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目１番６号

医療法人 宏人会中央クリニックの事務局

医療法人 社団 脳健会 仙台東脳神経外科病院治験審査
宮城県仙台市宮城野区岩切一丁目１２番１号
委員会

医療法人 社団 脳健会 仙台東脳神経外科病院の事務局

医療法人社団 仙石病院治験審査委員会

宮城県東松島市赤井字台53-7

施設内治験事務局内

医療法人社団公愛会 羽二生クリニック治験審査委員会

宮城県仙台市青葉区柏木２丁目２―１４

医療法人社団公愛会 羽二生クリニックの事務局

―

医療法人社団大寿会 村上胃腸科クリニック治験審査委員
会

宮城県仙台市泉区泉中央４丁目２０番５号

医療法人社団大寿会 村上胃腸科クリニックの事務局

栗原市立栗原中央病院治験審査委員会

宮城県栗原市築館宮野中央三丁目1番地1

栗原市立栗原中央病院 薬剤科

広南病院治験等審査委員会

宮城県仙台市太白区長町南四丁目20番1号

http://www.kohnan-sendai.or.jp/

国家公務員共済組合連合会東北公済病院 治験審査委員
会

宮城県仙台市青葉区国分町2‐3‐11

国家公務員共済組合連連合会 東北公済病院

国立大学法人東北大学 東北大学病院治験審査委員会

宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

http://chiken-tohoku.ac/

財団法人 周行会 内科 佐藤病院 治験審査委員会

宮城県仙台市青葉区上杉２丁目3番17号

財団法人 周行会 内科 佐藤病院 院内（その都度閲覧場所を指定する）

社団法人 全国社会保険協会連合会 仙台社会保険病院治
宮城県仙台市青葉区堤町三丁目16番1号
験審査委員会

治験事務局

石巻市立病院 治験審査委員会

宮城県石巻市南浜町一丁目7番20号

治験事務局に設置

仙台赤十字病院治験審査委員会

仙台市太白区八木山本町2-43-3

http://www.sendai.jrc.or.jp/

大崎市民病院治験審査委員会

宮城県大崎市古川穂波三丁目８番１号

―

―

―

地方独立法人宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター受
宮城県名取市愛島塩手字野田山４７－１
託研究審査委員会

http://www.miyagi-pho.jp/mcc/htdocs/iinkai/index.html#受託研究審査委員
会

中條整形外科医院 治験審査委員会

宮城県仙台市宮城野区二十人町６番地

（一般閲覧）中條整形外科医院

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター治験審査委
員会

宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目8番8号

http://www.snh.go.jp/

白石市外二町組合 公立刈田綜合病院治験審査委員会

宮城県白石市福岡蔵本字下原沖３６番地

白石市外二町組合 公立刈田綜合病院の事務局

秋田大学医学部附属病院医薬品等受託研究審査委員会

秋田市広面字蓮沼４４番２

大館市立総合病院治験審査委員会

秋田県大館市豊町3-1

http://www.odate-hp.odate.akita.jp/act/tiken.html

医療法人 佐藤病院治験審査委員会

秋田県由利本荘市小人町117-3

治験に関わる資料の閲覧場所：治験事務局

医療法人緑陽会 笠松病院治験審査委員会

秋田県秋田市浜田字藍ノ原52

その都度、閲覧場所を提示する。

国立大学法人秋田大学

2410005001280

http://www2.hos.akita-u.ac.jp/chiken/

その都度、閲覧場所を指定す
る。

―

山本組合総合病院治験審査委員会

秋田県能代市落合字上前田地内

なし

市立横手病院 治験審査委員会

秋田県横手市根岸町５の３１

閲覧場所：市立横手病院 薬剤科

市立秋田総合病院治験審査委員会

秋田県秋田市川元松丘町4-30

http://www.city.akita.akita.jp/city/ho/newho/chiken.htm

独立行政法人国立病院機構あきた病院治験審査委員会

秋田県由利本荘市岩城内道川井戸ノ沢８４－４０

http://www.hosp.go.jp/~akita/

平鹿総合病院治験審査委員会

秋田県横手市前郷字八ツ口３番１

平鹿総合病院・総務課

由利組合総合病院治験審査委員会

秋田県由利本荘市川口市家後38番地

その都度、閲覧場所を指定する。

公立置賜総合病院 治験審査委員会

山形県東置賜郡川西町大字西大塚2000番地

治験事務局

社会医療法人 公徳会 佐藤病院 治験審査委員会

山形県南陽市椚塚948-1

医療法人杏山会 吉川記念病院 治験審査委員会

山形県長井市成田１８８８－１

事務室

寒河江市立病院 治験審査委員会

山形県寒河江市大字寒河江字塩水８０

http://www.city.sagae.yamagata.jp/hospital/index.html

公立学校共済組合 東北中央病院 治験審査委員会

山形県山形市和合町三丁目２番５号

http://www.tohoku-ctr-hsp.com/index.html

財団法人三友堂病院 治験審査委員会

山形県米沢市中央6丁目1番219号

施設内or薬剤部内

山形県立中央病院治験審査委員会

山形県山形市大字青柳1800番地

http://www.ypch.gr.jp

山形市立病院済生館 治験審査委員会

山形県山形市七日町一丁目３番２６号

http://www.saiseikan.jp/

山形大学医学部附属病院医薬品等受託研究審査委員会

山形市飯田西２丁目２－２

http://www.id.yamagata-u.ac.jp/Tiken/index.html

石郷岡クリニック 治験審査委員会

山形県山形市双葉町一丁目４番６号

http://blog.livedoor.jp/b_nurse_yamagata/

社会医療法人公徳会

4390005006628

―

地方独立行政法人山形県･酒田市病院機構 日本海総合病
山形県酒田市あきほ町３０番地
院治験審査委員会

http://www.nihonkai-hos.jp/hospital/

独立行政法人国立病院機構山形病院治験審査委員会

http://www.hosp.go.jp/~yamagata/

山形県山形市行才１２６－２

治験事務局

独立行政法人国立病院機構米沢病院受託研究審査委員会 山形県米沢市大字三沢２６１００―１

http://www.yonezawa-hospital.com/

米沢市立病院 治験審査委員会

治験事務局

山形県米沢市相生町6番36号

（一財）脳神経疾患研究所附属総合南東北病院治験審査委
福島県郡山市八山田七丁目115番地
員会

医療法人昨雲会 飯塚病院 治験審査委員会

福島県喜多方市松山町
村松字北原3634-1

http://www.minamitohoku.or.jp/

医療法人昨雲会

1380005009287

一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院治験審査委
福島県郡山市安積町長久保一丁目10番13号
員会

―

治験事務局

http://www.tsuboi-hp.or.jp/

公立岩瀬病院 治験審査委員会

福島県須賀川市北町20番地

財団法人竹田綜合病院臨床治験審査委員会

福島県会津若松市山鹿町３－２７

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福島県済生会福島総合病院 治験審査委員会

福島県福島市大森字下原田25番地

社会福祉法人恩賜財団済生
3010405001696
会

―

治験事務局

医療法人社団恵周会 白河病院 治験審査委員会

福島県白河市六反山10-1

医療法人社団恵周会白河病
5380005005035
院

―

治験事務局

せいの内科クリニック治験審査委員会

公立岩瀬病院企業団

7000020078191

福島県二本松市成田町1-553

医療法人安積保養園附属 あさかホスピタル

福島県郡山市安積町笹川字経坦４５

医療法人社団 慈泉会 南湖こころのクリニック 治験審査委
員会

福島県白河市関辺引目橋33

治験事務局

http://www.takeda.or.jp/

福島県郡山市開成6丁目192－2

独立行政法人 地域医療機能推進機構 二本松病院

―

せいの内科クリニック内

独立行政法人地域医療機能
6040005003798
推進機構

―

治験事務局

http://www.asaka.or.jp/

医療法人社団慈泉会

9380005004669

―

治験事務局

一般財団法人 大原記念財団 大原綜合病院 臨床治験審
福島県福島市大町6番11号
査委員会

一般財団法人大原記念財団 4380005000144

―

治験事務局

公益財団法人 会田病院 治験審査委員会

福島県西白河郡矢吹町本町216

公益財団法人会田病院

―

治験事務局

公益財団法人湯浅報恩会共同治験審査委員会

福島県郡山市駅前一丁目1番17号
福島県郡山市駅前一丁目5番7号

http://www.jusendo.or.jp/

公立藤田総合病院治験審査委員会

福島県伊達郡国見町大字塚野目字三本木14

公立藤田総合病院 医療相談窓口

独立行政法人国立病院機構いわき病院治験審査委員会

福島県いわき市平豊間字兎渡路291

http://www.hosp.go.jp/~iwaki/

9380005004710

独立行政法人国立病院機構福島病院受託研究審査委員会 福島県須賀川市芦田塚13

http://fukushima-hosp.com/jyutakukenkyu/index.html

日東紡績株式会社 日東病院 治験審査委員会

日東紡績株式会社 日東病院内 治験事務室

福島県郡山市細沼町３番６号

福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生総合病院 治験
福島県白河市豊地上弥次郎２番地１
倫理委員会

http://www.shirakawa-kosei.jp/clinicaltrial/

福島県立医科大学附属病院治験審査委員会

福島市光が丘１番地

http://www.fmu.ac.jp/cms/chiken/index_html

福島赤十字病院 治験審査委員会

福島県福島市入江町11番31号

日本赤十字社

6010405002452

―

治験事務局

JAとりで総合医療センター治験審査委員会

茨城県取手市本郷2丁目1-1

―

―

http://www.toride-medical.or.jp/

―

きぬ医師会病院 治験審査委員会

茨城県常総市新井木町13-3

公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセン
ター病院治験審査委員会

茨城県つくば市天久保１丁目３番地の１

公益財団法人筑波メディカル
1050005010666
センター

http://www.tmch.or.jp/hosp/effort/chiken/index.html

―

総合病院土浦協同病院治験審査委員会

茨城県土浦市おおつ野四丁目1番1号

―

http://www.tkgh.jp

―

治験審査委員会

水戸市双葉台３丁目３番地の１

茨城県立こども病院内

日立おおみか病院治験審査委員会

茨城県日立市大みか町2-22-30

日立おおみか病院第二病棟（臨床薬理センター）

医療法人 小沢眼科内科病院 治験審査委員会

茨城県水戸市吉沢町２４６-６

閲覧場所：小沢眼科内科病院内治験審査委員会事務局

医療法人健清会 那珂記念クリニック 治験審査委員会

茨城県那珂市中台745-5

閲覧場所：事務室

医療法人社団 薬善会 つくば国際臨床薬理クリニック 治験
審査委員会

茨城県つくば市観音台１－２１－１６

施設内にて閲覧可能

一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 治験審査委員会

茨城県つくば市上横場2573-1

治験事務局

茨城県立こころの医療センター治験審査委員会

茨城県笠間市旭町６５４

事務局にて閲覧可能。

茨城県立医療大学付属病院 治験審査委員会

茨城県稲敷郡阿見町阿見4733

病院管理課

茨城県立中央病院臨床研究倫理審査委員会

茨城県笠間市鯉淵６５２８

http://www.kinunet.or.jp/index.html

―

―

―

http://www.chiken-chubyo.jp/?page_id=102

―

茨城西南医療センター病院治験審査委員会

茨城県猿島郡境町２１９０

http://www.seinan-mch.or.jp/top.php

株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
治験審査委員会

茨城県ひたちなか市石川町20-1

http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachinaka/index.html

株式会社 日立製作所 多賀総合病院

茨城県日立市国分町二丁目１番２号

治験事務局

株式会社日立製作所日立総合病院治験審査委員会

茨城県日立市城南町二丁目１番１号

http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/annai/chiken/index.html

古河赤十字病院 治験審査委員会

茨城県古河市下山町1150番地

http://www.koga.jrc.or.jp/

社会福祉法人 恩賜財団済生会 水戸済生会総合病院

茨城県水戸市双葉台3-3-10

ホームページでの掲載は致しません。（掲載予定）
閲覧場所：社会福祉法人 恩賜財団済生会 水戸済生会総合病院 治験管理
センター

水戸赤十字病院治験審査委員会

茨城県水戸市三の丸3丁目12番48号

http://www.mito.jrc.or.jp/

総合病院水戸協同病院治験審査委員会

茨城県水戸市宮町３－２－７

http://www.mitokyodo-hp.jp

筑波大学附属病院医薬品等受託研究審査委員会

茨城県つくば市天久保2丁目1番地１

http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/clintrial/index.html

特定医療法人社団同樹会結城病院 治験審査委員会

茨城県結城市結城9629番地の1

治験事務局

独立行政法人国立病院機構茨城東病院治験審査委員会

茨城県那珂郡東海村照沼825

http://www.ibarakihigashi-hospital.jp/

独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター 受託研究
茨城県土浦市下高津2-7-14
審査委員会

http://www.hosp.go.jp/~kasumi/

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター受託研究審
査委員会

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷２８０番地

http://www.hosp.go.jp/~mito-mc/patient/chiken_kanri.html

光南病院治験審査委員会

栃木県小山市大字乙女795番地

http://www.kohnan-hp.jp （6月末掲載開始予定）

自治医科大学附属病院治験審査委員会

栃木県下野市薬師寺３３１１－１

http://www.jichi.ac.jp/chiken/index.html

上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院 治験審
栃木県鹿沼市下田町1-1033
査委員会

上都賀総合病院 治験管理室

大田原赤十字病院治験審査委員会

栃木県大田原市住吉町2-7-3

http://www.ohtawara-jrc.com/01/index.html

独立行政法人国立病院機構宇都宮病院治験審査委員会
（National Hospital Organization Utsunomiya National
Hospital Institutional Review Board）

栃木県宇都宮市下岡本町2160

http://www.hosp.go.jp/~utsuno/inquiry.html

独立行政法人国立病院機構栃木医療センター 受託研究審
栃木県宇都宮市中戸祭１－１０－３７
査委員会

http://www.tochigi-mc.jp

栃木県立がんセンター臨床研究審査委員会

栃木県宇都宮市陽南4丁目9番13号

http://www.tcc.pref.tochigi.lg.jp/

日本赤十字社芳賀赤十字病院治験審査委員会

栃木県真岡市台町2461

治験事務局

獨協医科大学病院治験審査委員会

栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880番地

学校法人獨協学園

2030005005840

http://www.dokkyomed.ac.jp/dep-m/chiken/rules/02.html

―

独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院 治験
審査委員会

群馬県前橋市紅雲町1-7-13

独立行政法人 地域医療機
能推進機構

6040005003798

http://gunma.jcho.go.jp/

―

伊勢崎市民病院治験審査委員会

群馬県伊勢崎市連取本町12番地１

ホームページでの手順書等の掲載については、現在準備中。

医療法人 井上病院 治験審査委員会

群馬県高崎市通町55番地

医療法人 井上病院 治験事務局

医療法人 育生会 篠塚病院 治験審査委員会

群馬県藤岡市篠塚105-1

閲覧場所：医療法人 育生会 篠塚病院 治験事務局

医療法人 健守会 宇野内科呼吸器科医院 治験審査委員
群馬県伊勢崎市山王町上原334番地3
会

閲覧場所：医療法人 健守会 宇野内科呼吸器科医院 治験事務局

医療法人 済恵会 須藤病院 治験審査委員会

群馬県安中市安中3532-5

閲覧場所：医療法人 済恵会 須藤病院 治験審査委員会 事務局

医療法人 誠和会 正田病院 治験審査委員会

群馬県安中市安中1丁目16-32

閲覧場所：医療法人 誠和会 正田病院 治験事務局

医療法人社団三矢会 上毛大橋クリニック 治験審査委員会 群馬県前橋市川原町1-49-6

治験審査委員会事務局

医療法人社団三矢会 前橋広瀬川クリニック 治験審査委員
群馬県前橋市千代田町２－１０－９
会

治験審査委員会事務局（株式会社医療システム研究所 治験管理部）

医療法人石井会 石井病院 治験審査委員会

群馬県伊勢崎市波志江町1152

http://www.ishii.or.jp/
（手順書等については2009.4月より公開予定）

館林厚生病院治験審査委員会

群馬県館林市成島町２６２番地の１

館林厚生病院

桐生厚生総合病院 治験審査委員会

群馬県桐生市織姫町6番3号

桐生厚生総合病院

群馬県済生会前橋病院 治験審査委員会

群馬県前橋市上新田町５６４-１

薬局内管理室

群馬県立がんセンター 治験審査委員会

群馬県太田市高林西町617-1

薬剤部 治験事務局

群馬県立心臓血管センター 治験審査委員会

群馬県前橋市亀泉町甲３－１２

院内（群馬県立心臓血管センター）

群馬大学医学部附属病院臨床試験審査委員会

群馬県前橋市昭和町3－39－15

http://ciru.dept.showa.gunma-u.ac.jp/irb/index.htm

公立藤岡総合病院 治験審査委員会

群馬県藤岡市中栗須813-1

公立富岡総合病院治験審査委員会

群馬県富岡市富岡2073番地1

http://www7.wind.ne.jp/tomihp/

財団法人 老年病研究所 附属病院 治験審査委員会

群馬県前橋市大友町３－２６－８

http://www.ronenbyo.or.jp
ホームページ上での公開予定は、2009年9月で調整中。

多野藤岡医療事務市町村組
8000020108162
合

http://www.fujioka-hosp.or.jp/

財団法人脳血管研究所附属美原記念病院治験審査委員会 群馬県伊勢崎市太田町366

http://mihara-ibbv.jp/hp/

前橋赤十字病院 治験審査委員会

群馬県前橋市朝日町三丁目２１－３６

http://www.maebashi.jrc.or.jp/

大和会 西毛病院 治験審査委員会

群馬県富岡市神農原559-1

現在ホームページで公表はしておりませんが、
閲覧は「治験管理室」 で可能です。

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター治験審査委
員会

群馬県渋川市白井３８３番地

http://www.hosp.go.jp/~shibukawamc/

―

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 受託研
群馬県高崎市高松町36
究審査委員会

http://rinsyo.tnho.jp/chikentop.html

独立行政法人国立病院機構沼田病院 倫理審査委員会

群馬県沼田市上原町１５５１－４

http://www.numata-hosp.jp/other/nyusatsu.php?page=1

医療法人高仁会川口クリニック治験審査委員会

埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル1F

治験審査委員会事務局

埼玉医科大学国際医療センター 医療機器治験IRB

埼玉県日高市山根1397-1

埼玉県立がんセンター 受託研究審査委員会

埼玉県北足立郡伊奈町大字小室780番地

さいたま市立病院治験審査委員会

埼玉県さいたま市緑区三室2460

さいたま市

2000020111007

http://saitama-city-hsp.jp/index.html

―

さいたま赤十字病院 治験審査委員会

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地5

日本赤十字社

6010405002452

http://www.saitama-med.jrc.or.jp/

施設内

http://www.saiseikai.gr.jp/torikumi/chiken/index.html

―

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会川口総合
埼玉県川口市西川口5-11-5
病院治験審査委員会

愛和クリニック治験審査委員会

埼玉県越谷市川柳町1丁目590-1

学校法人埼玉医科大学

3030005011020

http://www.saitama-med.ac.jp/simc/tikenkiki/

施設内

http://www.saitama-cc.jp/department/chikenkanri.html

社会福祉法人恩賜財団済生
3010405001696
会

医療法人社団勲和会愛和クリニック 治験事務局

医療機器治験委員会

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地

一般の閲覧：埼玉医科大学病院 1B3F 医療機器治験事務室

医療法人 若葉会 若葉病院 治験審査委員会

埼玉県坂戸市戸宮609

治験事務局内

医療法人 蒼龍会 武蔵嵐山病院 治験審査委員会

埼玉県比企郡嵐山町大字太郎丸135番地

医療法人 蒼龍会 武蔵嵐山病院 総務課

医療法人啓仁会平沢記念病院治験審査委員会

埼玉県所沢市北野三丁目20-1

治験事務局(薬剤科)

医療法人顕正会 蓮田病院治験審査委員会

埼玉県蓮田市根金1662-1

医療法人顕正会 蓮田病院

医療法人財団明理会春日部中央総合病院治験審査委員会 埼玉県春日部市緑町5－9－4

治験事務局(総務課)

医療法人時任会 ときとうクリニック

院内

埼玉県さいたま市緑区大字大門1941番地1

医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 治験審査委員
埼玉県上尾市柏座1丁目１０番地１０
会

医療法人社団 弘惠会 杉浦医院 治験審査委員会

埼玉県川口市本町4-4-16-301

医療法人社団 三友会 彩のクリニック 治験審査委員会

埼玉県所沢市小手指町四丁目1番1号

医療法人社団 順信会 上尾メディカルクリニック 治験審査
埼玉県上尾市原市3133番地
委員会

http://www.achs.jp/chiken/index.html

医療法人社団弘惠会

8030005012055

治験審査委員会の手順書等を掲載したホームページアドレスまたは閲覧場
所 当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能ホームペー ―
ジアドレス https://koukeikaisugiuraiin.jimdo.com/）

彩のクリニック 治験審査委員会事務局において閲覧

医療法人社団 順信会

3013205001247

―

当院治験事業部内

医療法人社団協友会八潮中央総合病院 治験審査委員会

埼玉県八潮市緑町1丁目41番地3

医療法人社団協友会八潮中央総合病院 医薬品情報室

医療法人秀和会 秀和綜合病院 治験審査委員会

埼玉県春日部市谷原新田1200

http://www.shuwa.or.jp/

埼玉医科大学国際医療センター治験審査委員会

埼玉県日高市山根1397-1

http://www.saitama-med.ac.jp/kokusai/support_center.html

埼玉医科大学総合医療センター治験審査委員会

埼玉県川越市鴨田1981番地

学校法人埼玉医科大学

3030005011020

http://www.saitamamed.ac.jp/kawagoe/05others/chiken/LocalSite/smc_chiken/01.HOME_ver.2.
0_100212.html

―

埼玉医科大学病院 治験審査委員会

埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８

学校法人埼玉医科大学

3030005011020

http://www.saitama-med.ac.jp/hospital/tiken_kusuri/index.html

―

埼玉県厚生農業協同組合連合会 熊谷総合病院 治験審査
埼玉県熊谷市中西4-5-1
委員会

http://www.kumasouhp.jp/html/info/chiken.html

*

埼玉県立循環器・呼吸器病センター治験審査委員会

埼玉県熊谷市板井1696

―

―

http://www.pref.saitama.lg.jp/junko-c/center/other/clinical-trial.html

埼玉県立小児医療センター治験審査委員会

埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込２１００番地

http://www.pref.saitama.lg.jp/A80/BA03/

治験審査委員会

埼玉県戸田市本町１－１９－３

http://www.chuobyoin.or.jp/frame.html?http://www.chuobyoin.or.jp/comedica
l/yakuzai/tiken/index.html

浅野内科クリニック治験審査委員会

埼玉県川越市氷川町１３５－１

浅野内科クリニック内

独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院受託研究・治
験審査委員会

所沢市若狭2-1671

http://www.hosp.go.jp/~wsaitama/hospital/byouin_shoukai.html#

独立行政法人国立病院機構埼玉病院受託研究審査委員会 埼玉県和光市諏訪２－１

http://www.hosp.go.jp/~saitamhp

独立行政法人国立病院機構東埼玉病院治験審査委員会

http://www.hosp.go.jp/~esaitama/

埼玉県蓮田市黒浜4147番地

北里大学北里研究所メディカルセンター病院 治験審査委員
埼玉県北本市荒井6丁目100番地
会

治験管理室

獨協医科大学越谷病院 治験審査委員会

http://www.dokkyomed.ac.jp/dep-k/shien/

埼玉県越谷市南越谷２－１－５０

医療法人社団 誠馨会 新東京病院 共同治験審査委員会 千葉県松戸市和名ヶ谷1271番

医療法人社団誠馨会

1040005001088

http://www.shin-tokyohospital.or.jp/professional/chiken/chiken03.html

施設内

―

医療法人社団春光会相川泌尿器科医院治験審査委員会

千葉県千葉市中央区新田町33-1 ベルファーストビル
3F

治験審査委員会事務局

組合立国保成東病院治験審査委員会

千葉県山武市成東167番地

治験事務局

国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院
受託研究審査委員会

千葉県市川市国府台1-7-1

国立研究開発法人国立国際
医療研究センター国府台病 8011105004456
院

http://www.ncgmkohnodai.go.jp/chiken

―

千葉県こども病院治験審査委員会

千葉県千葉市緑区辺田町579-1

千葉県

4000020120006

https://www.pref.chiba.lg.jp/kodomo/kankesha/chiken/kite.html

病院内事務局医事経営課

松戸市立総合医療センター 治験審査委員会

千葉県松戸市千駄堀993番地の1

松戸市

4000020122076

―

治験事務局

医療法人 静和会 浅井病院 治験審査委員会

千葉県東金市家徳３８－１

治験事務局

医療法人財団 明理会 新松戸中央総合病院治験審査委員
千葉県松戸市新松戸1-380
会

医療法人財団 明理会 新松戸中央総合病院 治験管理室

医療法人社団 うつぎ会 法典クリニック治験審査委員会

医療法人社団 うつぎ会 法典クリニック治験審査委員会事務局

千葉県船橋市上山町1-128-1 ルーラル拾弐番館2F

医療法人社団 圭春会 小張総合病院治験審査委員会

千葉県野田市横内29番地1

医療法人社団 圭春会 小張総合病院治験審査委員会事務局

医療法人社団実幸会いらはら診療所治験審査委員会

千葉県松戸市小金原4丁目3番2号

医療法人社団実幸会いらはら診療所 治験事務局

医療法人社団誠高会 おおたかの森病院 治験審査委員会 千葉県柏市豊四季113番

治験事務局に設置

医療法人社団誠仁会 みはま病院 治験審査委員会

千葉県千葉市美浜区打瀬一丁目1番5

医療法人社団誠仁会 みはま病院 院内

医療法人静和会 中山病院 治験審査委員会

千葉県市川市中山2丁目10番2号

閲覧場所：医療法人静和会 中山病院 院内にて閲覧

医療法人鉄蕉会 治験審査委員会

千葉県鴨川市東町９２９番地

治験管理センター

医療法人芳英会 吉野内科・神経内科医院 治験審査委員
千葉県市川市国府台3-3-16
会

医療法人芳英会 吉野内科・神経内科医院 2階治験事務局

国保小見川総合病院治験審査委員会

千葉県香取市南原地新田438番地

国保小見川総合病院 薬剤科分室 治験事務局

国保直営総合病院君津中央病院 治験審査委員会

千葉県木更津市桜井１０１０番地

医療機関 http://kc-hosp.or.jp/index.php
治験管理室 http://kc-hosp.or.jp/igikyoku/chikenkanri.html

治験審査員会

千葉市中央区亥鼻1-8-1

http://www.chiba-crc.jp/info/chiken/download.html

社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院
治験審査委員会

千葉県習志野市泉町1-1-1

閲覧場所：治験管理室

順天堂大学医学部附属浦安病院治験審査委員会

千葉県浦安市富岡2丁目1番１号

http://www.hosp-urayasu.juntendo.ac.jp/medicalcare/gcp/index.html

千葉県がんセンター治験審査委員会

千葉市中央区仁戸名町666-2

http://www.chiba-cc.jp/general/patient/clinical_trial.html

千葉県救急医療センター治験審査委員会

千葉県千葉市美浜区磯辺３－３２－１

http://www.pref.chiba.lg.jp/byouin/kyukyu/index.html

千葉県循環器病センター治験審査委員会

〒290-0512 千葉県市原市鶴舞575

http://www.chibakenritsubyouin.jp/junkan/science/reseach.html

千葉県千葉リハビリテーションセンター治験審査委員会

千葉県千葉市緑区誉田町１丁目４５番２

http://www.chiba-reha.jp/reha/reha.html

千葉県立佐原病院治験審査委員会

千葉県香取市佐原イ２２８５

http://www.sawara-hospital.jp/13-IRB/index.html

千葉県立東金病院治験審査委員会

千葉県東金市台方1229

http://www.pref-hosp.togane.chiba.jp/
※公開準備中のため、現在は治験事務室にて閲覧可能

千葉市立海浜病院 受託研究審査委員会

千葉市美浜区磯辺３－３１－１

千葉市立青葉病院治験審査委員会

千葉市中央区青葉町１２７３の２

総合病院国保旭中央病院治験審査委員会

http://www.city.chiba.jp/kaihinhp/kaihintop.html
ただし、閲覧は薬剤部内

千葉県旭市イの１３２６番地

http://www.hoｓpital.asahi.chiba.ｊｐ

帝京大学ちば総合医療センター 治験審査委員会

千葉市原市姉崎3426-3

http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/02_bumon/0215_chiken/

東京歯科大学市川総合病院 治験審査委員会

千葉県市川市菅野5-11-13

東京歯科大学市川総合病院 薬局

東京歯科大学千葉病院 医療機器治験審査委員会

千葉県千葉市美浜区真砂1-2-2

準備中

東京歯科大学千葉病院 薬剤治験審査委員会

千葉県千葉市美浜区真砂1-2-2

準備中

東邦大学医療センター佐倉病院 治験審査委員会

千葉県佐倉市下志津５６４－１

http://www.sakura.med.toho-u.ac.jp/chiken/index.html

独立行政法人 放射線医学総合研究所 研究倫理審査委員
千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号
会

http://www.nirs.go.jp/index.html

独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉労災病院 治験
千葉県市原市辰巳台東２－１６
審査委員会

http://www.chibah.johas.go.jp/index.php?action_Introduction_Clinicaltrial=1

独立行政法人国立病院機構下志津病院治験審査委員会
(Shimoshizu National Hospital Review Board)

千葉県四街道市鹿渡９３４－５
（独立行政法人国立病院機構下志津病院）

独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター治験審
査委員会

千葉県千葉市緑区辺田町５７８番地

独立行政法人国立病院機構 1013205001281

https://www.nsh.gr.jp/shinryouka_bumon/%E9%83%A8%E9%96%80%E6%A1%88%
治験管理室
E5%86%85/%E6%B2%BB%E9%A8%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%A4/

http://www.shimofusa-pc.jp/index.html

独立行政法人国立病院機構千葉医療センター 受託研究審
千葉県千葉市中央区椿森４－１－２
査委員会

http://www.hosp.go.jp/~chiba/welcome.html

独立行政法人国立病院機構千葉東病院受託研究（治験）審
千葉県千葉市中央区仁戸名町673番地
査委員会

http://www.hosp.go.jp/~chibae2/

日本医科大学千葉北総病院 薬物治験審査委員会

千葉県印西市鎌苅1715

http://www.hokuso-chiken.jp/

JR東京総合病院治験審査委員会

東京都渋谷区代々木２－１－３

NTT東日本関東病院治験審査委員会

東京都品川区東五反田五丁目９番２２号

http://www.ntt-east.co.jp/kmc/chiken/index.html

あさの金町クリニック治験審査委員会

東京都葛飾区東金町1-18-3 第3ウバノビル1階

東京都葛飾区東金町1-18-3 第3ウバノビル あさの金町クリニック内IRB事
務局

東日本旅客鉄道株式会社

9011001029597

http://www.jreast.co.jp/hospital/chiken/index.html

―

*

あたご皮フ科治験審査委員会

東京都港区芝大門一丁目1番35号

あたご皮フ科治験審査委員会事務局

医療法人社団桜緑会 日本橋さくらクリニック 治験審査委
員会

東京都中央区日本橋茅場町1-9-2
稲村ビル5F

http://ouryokukai.jp/irb.html

医療法人社団 光人会 石井クリニック京橋エドグラン治験審
東京都中央区京橋二丁目2-1 京橋エドグラン24階
査委員会

医療法人社団光人会

2010005000802

―

施設内

医療法人社団 ひこばえ会 築地ふたばクリニック 治験審査
委員会

東京都中央区築地
１－９－９細川築地ビル６階

医療法人社団ひこばえ会

9010005013269

株式会社シナプスプランニング治験事務局(SMO)
http://www.synaps.co.jp/

施設内

医療法人社団 緑野会 東京品川病院

東京都品川区東大井6-3-22

医療法人社団 緑野会

3021005005277

―

施設内

医療法人社団心和会 足立共済病院 治験審査委員会

東京都足立区柳原一丁目36番8号

http://www.synaps.co.jp/

医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック治験審査
東京都品川区大崎四丁目1番2号
委員会

医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック

医療法人社団光悠会 大井町メディカルクリニック 治験審
査委員会

東京都品川区東大井五丁目2番3号

http://ooi-medical.ejapan21.jp/

医療法人社団 景星会 大塚北口診療所 治験審査委員会

東京都豊島区北大塚二丁目6番12号

医療法人社団 景星会 大塚北口診療所

カイユウ診療所治験審査委員会

東京都中野区鷺宮3-3-6

閲覧場所：カイユウ診療所

公益財団法人がん研究会有明病院 治験倫理審査委員会

東京都江東区有明三丁目８番３１号

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院
東京都府中市朝日町3-16-1
治験審査委員会

厚生医院治験審査委員会

公益財団法人がん研究会

1010605002372

公益財団法人日本心臓血圧
5011105004756
研究振興会

東京都墨田区立花5-2-7

国立研究開発法人 国立がん研究センター 治験審査委員会 東京都中央区築地5丁目1番地1号

http://www.jfcr.or.jp/hospital/department/facilities/new_medicine/clinical_tri
―
al/index.html

―

施設内

治験審査委員会事務局

国立研究開発法人 国立がん
6010005015219
研究センター

http://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/committee/jutaku/index.
―
html

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院治験等
受託研究審査委員会

東京都新宿区戸山1-21-1

http://www.ncgm.go.jp/ctmo/index.html

社会福祉法人三井記念病院治験審査委員会

東京都千代田区神田和泉町1番地

https://www.mitsuihosp.or.jp/about/support/yakuzai.html

昭和大学江東豊洲病院臨床試験審査委員会

東京都江東区豊洲5-1-38

学校法人昭和大学

8010705000410

http://www.showa-u.ac.jp/SHKT/guide/cts/

―

昭和大学附属烏山病院臨床試験審査委員会

東京都世田谷区北烏山6-11-11

―

―

http://www.showa-u.ac.jp/SUHK/guide/irb/docs.html

―

関野病院治験審査委員会

東京都豊島区池袋3-28-3

治験事務局

東京がん化学療法研究会 臨床試験審査委員会

東京都港区浜松町2-1-18 東亜ビル4F

事務所内

東京大学医科学研究所附属病院治験審査委員会

東京都港区白金台４－６－１

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/tr/

東京都立小児総合医療センター治験審査委員会

東京都府中市武蔵台２－８－２９

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/tiken/tikensinsa.html

特定非営利活動法人 先端医療推進機構 セントラルIRB東
東京都文京区小石川5-19-6 プラウド小石川111号室
京

http://japsam-irb.org/about/document/

虎の門病院及び同分院 治験審査委員会

東京都港区虎ノ門二丁目2番2号

―

―

http://www.crc-toranomonhosp.jp/

―

町田市民病院 治験審査委員会

東京都町田市旭町２－１５－４１

町田市

6000020132098

http://machida-city-hospital-tokyo.jp/department/clinical-trial_support/

―

松山クリニック 治験審査委員会

東京都品川区西大井六丁目１５番１２号

松山クリニック 治験事務局

代々木メンタルクリニック治験審査委員会

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-11 3階

http://www.yoyogimental.com/clinical-trial/index02.php

わだ内科クリニック 治験審査委員会

東京都練馬区中村北四丁目4番12号

http://www.wic7888.com

杏林大学医学部付属病院治験審査委員会

東京都三鷹市新川6-20-2

http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/consultation/request.shtml
http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/medical/request.shtml
閲覧場所：杏林大学医学部付属病院 臨床試験管理室

医療法人 社団 杏生会 文京根津クリニック治験審査委員会 東京都文京区根津1-1-18 パライソ和田ビル３F

医療法人 社団 杏生会 文京根津クリニック
（現在、ホームページ上では公表しておりません。）

医療法人 社団明芳会 板橋中央総合病院 治験審査委員
会

東京都板橋区小豆沢2丁目12番地7号

板橋中央総合病院 治験審査委員会事務局において閲覧

医療法人永寿会 恩方病院 治験審査委員会

東京都八王子市西寺方町１０５番地

閲覧場所：院内

医療法人財団 蔦の木会 南晴病院 治験審査委員会

東京都大田区南蒲田一丁目5番15号

治験審査委員会事務局にて閲覧

医療法人財団荻窪病院治験審査委員会

東京都杉並区今川3丁目1番24号

http://www.ogikubo-hospital.or.jp/index.html

医療法人財団厚生会古川橋病院治験審査委員会

東京都港区南麻布2-10-21

東京都港区新橋6丁目20番8号 愛宕ビル2階
株式会社 アクレジャパン(SMO)内

医療法人財団同仁記念会 明和病院 治験審査委員会

東京都千代田区神田須田町１－１８

治験審査委員会事務局（株式会社医療システム研究所 治験管理部）

医療法人社団 KNI 北原国際病院 治験審査委員会

東京都八王子市大和田町１－７－２３

http://www.kitaharahosp.com/honnin/

医療法人社団 カトレア会 Dr.マノメディカルクリニック治験
審査委員会

東京都渋谷区恵比寿1-8-1

医療法人社団 すずき病院治験審査委員会

東京都足立区千住寿町8番2号

閲覧場所：院内治験管理室

医療法人社団 ミッドタウンクリニック 東京ミッドタウンクリ
ニック 治験審査委員会

東京都港区赤坂九丁目７番１号 ミッドタウン・タワー６
F

http://www.tokyomidtown-mc.jp/index.html

医療法人社団 叡宥会 安田病院治験審査委員会

東京都板橋区成増1丁目13番9号

閲覧場所：院内受付または事務所

医療法人社団 冠心会 大崎病院 東京ハートセンター 治
東京都品川区北品川5丁目4番12号
験審査委員会

医療法人社団カトレア会

医療法人社団冠心会

1011005000545

3010705001446

―

―

医療法人社団 寛和会 武蔵小金井クリニック 治験審査委
東京都小金井市本町五丁目19番33号
員会

治験審査委員会事務局にて閲覧

医療法人社団 九折会 成城木下病院 治験審査委員会

http://www.kinohosp.com/

東京都世田谷区成城6－13－20

医療法人社団 慶幸会 ピーワンクリニック治験審査委員会 東京都八王子市八日町８－１ ビュータワー八王子４F

http://www.p1-clinic.or.jp/

医療法人社団 光悠会 大井町メディカルクリニック 治験審査
東京都品川区東大井5-2-3
委員会

http://ooi-medical.ejapan21.jp/

医療法人社団 恒正会 そねクリニック治験審査委員会

東京都新宿区新宿三丁目32番8号 新宿中央口ビル
3F

院内受付

医療法人社団 根岸病院 治験審査委員会

東京都府中市武蔵台二丁目12番2号

治験審査委員会事務局にて閲覧

医療法人社団 済安堂 西葛西・井上眼科病院 治験審査
委員会

東京都江戸川区西葛西5－4－9

当院内

医療法人社団 三友会 あけぼの病院治験審査委員会

東京都町田市中町1-11-11

閲覧場所：医事課内

医療法人社団 慈光会 八木病院 倫理審査委員会

〒114－0001 東京都北区東十条四丁目14番8号

医療法人社団 慈光会 八木病院 倫理審査委員会事務局

医療法人社団 慈泉会 ひもろぎ心のクリニック治験審査委員
東京都豊島区巣鴨一丁目20番10号
会

医療法人社団 慈泉会 ひもろぎ心のクリニック 治験管理センター

医療法人社団 信濃会 信濃坂クリニック治験審査委員会

http://www.shinanozaka-clinic.jp/aboutus/organization.html

東京都新宿区左門町20番地 四谷メディカルビル

院内

医療法人社団 冠心会 大崎
病院 東京ハートセンター 臨
床薬理研究所

医療法人社団 仁成会 高木病院 治験審査委員会

東京都青梅市今寺五丁目18番地19号

治験審査委員会事務局にて閲覧

医療法人社団 尽徳会 酒寄医院 治験審査委員会

東京都品川区東大井二丁目26番3号

治験審査委員会事務局にて閲覧

医療法人社団 清仙会 松本クリニック治験審査委員会

東京都八王子市横川町924-2

東京都八王子市横川町924-2 医療法人社団 清仙会 松本クリニック

医療法人社団 善春会 若葉眼科病院 治験審査委員会

東京都大田区蒲田4丁目22番11号

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレス http://www.wakaba-hp.or.jp/）

医療法人社団 大坪会 東和病院治験審査委員会

東京都足立区東和四丁目7番10号

http://www.adachi.ne.jp/users/towahp/

医療法人社団 東光会 西東京中央総合病院治験審査委員
東京都西東京市芝久保町2-4-19
会

院内

医療法人社団 藤啓会 北町診療所治験審査委員会

東京都武蔵野市吉祥寺北町1丁目1番3号

医療法人社団藤啓会

3012405001503

医療法人社団 藤﨑病院 治験審査委員会

東京都江東区南砂1-25-11

藤﨑病院1階事務室（東京都江東区南砂1-25-11）

医療法人社団 服部クリニック 治験審査委員会

東京都八王子市別所1-15-18

東京都新宿区新宿2-12-8 アーバンプレム新宿5階

医療法人社団 梨慶会 山内クリニック

東京都目黒区自由が丘一丁目14番19号

http://www.rikeikai.or.jp/

医療法人社団IHL 品川ｲｰｽﾄﾜﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ治験審査委員 東京都港区港南二丁目16番1号 品川ｲｰｽﾄﾜﾝﾀﾜｰ3
会
階
医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブ治験審査
東京都千代田区二番町7-7
委員会

―

治験審査委員会事務局

医療法人社団IHL 品川ｲｰｽﾄﾜﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ

医療法人社団あんしん会

8010005007809

http://www.mcube.jp/news/clinical_trial.html

医療法人社団せいこう会 エヌ･エスクリニック 治験審査委
員会

東京都八王子市明神町2-26-9

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレス http://www.nscl.jp/）

医療法人社団メドビュー 東京ちどり病院治験審査委員会

東京都大田区千鳥2丁目39番10号

医療法人社団メドビュー 東京ちどり病院 治験事務局

医療法人社団ライフスタイル ともながクリニック 治験審査
委員会

新宿区新宿四丁目2番23号 新四curumuビル9階 医
療法人社団ライフスタイル ともながクリニック

医療法人社団ライフスタイル ともながクリニック 治験事務局内で閲覧可能

医療法人社団りんどう会 山手皮フ科クリニック治験審査委
員会

東京都新宿区高田馬場3-2-5

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-5
医療法人社団りんどう会 山手皮フ科クリニック

医療法人社団愛和会 南千住病院 治験審査委員会

東京都荒川区南千住5-10-1

医療法人社団愛和会 南千住病院内 治験管理室

―

医療法人社団栄文会 坂口耳鼻咽喉科臨床試験倫理審査
委員会

東京都北区滝野川６－４４－１５

閲覧場所：
医療法人社団栄文会
坂口耳鼻咽喉科臨床試験倫理審査委員会 事務局
東京都板橋区仲宿４８－９ エコービル３Ｆ

医療法人社団希光会 西尾医院治験審査委員会

東京都板橋区常盤台３丁目26番15号

閲覧場所：院内

医療法人社団貴友会 王子病院 治験審査委員会

東京都北区王子二丁目１４番１３号

治験事務局

医療法人社団鴻鵠会 恵比寿クリニック 臨床試験審査委員
東京都渋谷区恵比寿4-1-18
会

当面はホームページでの公開は行わず、IRB事務局及び実施医療機関の事
務室に設置

医療法人社団済安堂 井上眼科病院治験審査委員会

医療法人社団済安堂 井上眼科病院

東京都千代田区神田駿河台四丁目３番地

医療法人社団済安堂 西葛西・井上眼科病院治験審査委員
東京都江戸川区西葛西５丁目４番地９号
会

医療法人社団済安堂 西葛西・井上眼科病院

医療法人社団城南はじめ会 ひろクリニック大森治験審査委
東京都品川区南大井六丁目19番7号武隈ビル４階
員会

院内

医療法人社団静山会 清川病院 治験審査委員会

東京都杉並区阿佐谷南2-31-12

清川病院 院内

医療法人社団壮友会 山口医院 治験審査委員会

東京都大田区南千束2－17－2

治験事務局

医療法人社団白水会 須田クリニック 治験審査委員会

東京都新宿区高田馬場2丁目8番14号

医療法人社団白水会須田クリニック院内

医療法人社団翔医会 小金井橋さくらクリニック 治験審査委
東京都小金井市桜町2丁目11番25号
員会
医療法人社団鵲志会 中目黒アトラスクリニック治験審査委
東京都目黒区上目黒1-26-1
員会

井上眼科病院 治験審査委員会

東京都千代田区神田駿河台４－３

http://www.k-sakura-c.jp/chiken/chiken.html

医療法人社団鵲志会

2010805001462

―

院内受付

当院事務室にて閲覧可能（月曜～金曜）
場所：千代田区神田駿河台４－３
新お茶の水ビルディング１８階 事務室
担当窓口：事務部 藤井

一般財団法人 近藤記念医学財団 富坂診療所 治験審査
東京都文京区本郷一丁目33番9号
委員会

ホームページにて公開

一般社団法人ＩＣＲ附属 クリニカルリサーチ東京病院治験審
東京都新宿区原町三丁目87番4号
査委員会

http://www.crht.jp/

河北総合病院 治験審査委員会

東京都杉並区阿佐ヶ谷北１－７－３

社会医療法人 河北医療財団 河北総合病院 治験事務局

株式会社日立製作所 小平記念東京日立病院治験審査委
員会

東京都文京区湯島三丁目5番7号

院内(治験事務局）

http://www.tomisaka.or.jp/

京浜中央クリニック・久光クリニック・正林医院共同治験審査
東京都足立区六町2-6-24
委員会

―

―

―

東京都足立区六町2-6-24
治験審査委員会事務局

慶應義塾大学病院 治験審査委員会

学校法人 慶應義塾

4010405001654

http://www.chiken.hosp.keio.ac.jp

―

東京都新宿区信濃町35

公益財団法人 東京都医療保健協会 練馬総合病院 治験審
東京都練馬区旭丘一丁目24番1号
査委員会

公益財団法人 東京都医療保健協会 練馬総合病院 治験管理室

公益財団法人河野臨牀医学研究所 附属第三北品川病院
治験審査委員会

東京都品川区北品川三丁目3番7号

公益財団法人河野臨牀医学研究所 附属第三北品川病院

公益財団法人結核予防会 複十字病院 治験審査委員会

東京都清瀬市松山3-1-24

http://www.fukujuji.org/patient/effect/index.html

公益財団法人神経研究所治験審査委員会

東京都新宿区弁天町９１番地

閲覧場所：各施設の事務室

公益財団法人東京都保健医療公社 多摩北部医療センター
東京都東村山市青葉町一丁目7番地1号
治験審査委員会

手順書等の閲覧場所
ホームページでの掲載はありません。
閲覧場所：薬剤科

公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 治験審査委
東京都千代田区神田駿河台二丁目5番地
員会

http://www.sanraku.or.jp

公立阿伎留医療センター 治験審査委員会

東京都あきる野市引田７８番地１

院内（治験事務局）

公立昭和病院 受託研究審査委員会

東京都小平市花小金井八丁目1番1号

http://irb-showahp.jp/index.html

公立福生病院治験審査委員会

東京都福生市加美平一丁目6番地1

公立福生病院 治験室

更家内科クリニック治験審査委員会

東京都世田谷区等々力８－１４－１４

閲覧場所：院内

鴻鵠会臨床試験審査委員会

東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイ
ン3F

IRB事務局及び実施医療機関の事務室に設置

国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 治験審査委員会 東京都千代田区九段坂南２－１－３９

国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 医事課

国家公務員共済組合連合会 三宿病院 治験審査委員会

当院治験管理室
問い合わせ窓口：下記ホームページ参照
http://www.mishuku.gr.jp/06_hospital_Information/index.html#A009

東京都目黒区上目黒5丁目33番12号

国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 治験審査委員
東京都目黒区中目黒二丁目３－８
会

http://www.tkh.meguro.tokyo.jp/subdep/trial.html

国家公務員共済組合連合会立川病院 治験審査委員会

東京都立川市錦町４－２－２２

http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/

国際医療福祉大学・高邦会グループ臨床研究審査委員会

東京都港区南青山1-24-1アミティ乃木坂

http://www.iuhw.ac.jp/chiken/

国立精神・神経センター 治験審査委員会

東京都小平市小川東町４－１－１

http://www.ncnp.go.jp/hospital/sd/chiken/index.html

国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院治験等審
東京都文京区湯島一丁目５番４５号
査委員会

http://www.tmd.ac.jp/med/crc/

国立大学法人東京医科歯科大学歯学部附属病院治験審査
東京都文京区湯島一丁目5番45号
委員会

閲覧場所：(1)歯学部総務課経理掛
(2)歯科器材・薬品開発センター

佐々木研究所附属 杏雲堂病院治験審査委員会

東京都千代田区神田駿河台1-8 公益財団法人佐々木研究所附属 杏雲堂
病院 治験事務局

東京都千代田区神田駿河台1-8

財団法人 精神医学研究所附属東京武蔵野病院 治験審査
東京都板橋区小茂根4-11-11
委員会

http://www.tmh.or.jp/

財団法人ライフ・エクステンション研究所付属柳橋病院治験
審査委員会

東京都台東区柳橋二丁目20番4号

財団法人ライフ・エクステンション研究所付属柳橋病院 ホームページ
http://www.y-ctc.com/

財団法人東京都保健医療公社荏原病院治験審査委員会

東京都大田区東雪谷4丁目5-10

http://www.ebara-hp.ota.tokyo.jp/chiken.html

財団法人東京都保健医療公社豊島病院治験審査委員会

東京都板橋区栄町３３－１

http://www.toshima-hp.jp/shinryou/chiken.html

治験ネットワークあすか治験審査委員会

東京都中央区八重洲1丁目5番4号

www.npoaska.net

治験審査委員会

東京都大田区大森南4－13－21

東京労災病院 １階 薬剤部

芝パレスクリニック治験審査委員会

東京都港区浜松町1-9-10 ダヴィンチA浜松町6F

芝パレスクリニック治験審査委員会事務局

社会福祉法人 恩賜財団 済生会中央治験審査委員会

東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル21階

http://www.nadesikotiken.com/txt/saiseikai-chiken-info.html

社会保険中央総合病院治験審査委員会

東京都新宿区百人町3-22-1

薬剤部治験事務局

社団法人 衛生文化協会 城西病院 治験審査委員会

東京都杉並区上荻二丁目42番11号

城西病院 治験審査委員会事務局において閲覧

社団法人至誠会第二病院治験審査委員会

東京都世田谷区上祖師谷五丁目19番1号

医薬品情報室

順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療セン
ター治験審査委員会

東京都江東区新砂3丁目3番20号

治験事務局

順天堂大学医学部附属順天堂医院治験審査委員会

東京都文京区本郷3丁目1番3号

http://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic_c/gcp/index.html

順天堂大学医学部附属練馬病院 治験審査委員会

東京都練馬区高野台3－１－１０

http://www.juntendo-nerima.jp/

小堀クリニック治験審査委員会

東京都荒川区西日暮里5-11-8

小堀クリニック内 治験管理室

昭和大学歯科病院臨床試験審査委員会

東京都大田区北千束２－１－１

昭和大学歯科病院 相談室・閲覧室

昭和大学病院臨床試験審査委員会

東京都品川区旗の台1-5-8

http://www10.showa-u.ac.jp/~ctsc/index.html

心臓血管研究所付属病院治験審査委員会

東京都港区西麻布3-2-19

http://cvi.or.jp/z-rinsyou.html

新赤坂クリニック 治験審査委員会

東京都港区六本木5-5-1 六本木ロアビル11階

http://www.sinakasaka.com/

神田クリニック笹塚井上クリニック共同治験審査委員会

東京都千代田区内神田2-4-1 神田メディカルビル

東京都千代田区内神田2-4-1 神田メディカルビル
医療法人社団裕健会 神田クリニック8階 治験事務局

神保整形外科治験審査委員会

東京都小金井市本町5－38－41

閲覧場所：院内受付

成守会クリニック治験審査委員会

東京都台東区松が谷3-18-5
医療法人社団成守会 成守会クリニック内

http://www.seishukai.or.jp/

聖路加国際病院治験審査委員会

東京都中央区明石町9番1号

http://www.luke.or.jp/listner/research/seiyaku.html

西東京臨床糖尿病研究会治験審査委員会

東京都国分寺市本町2-23-5-802

治験審査委員会事務局（株式会社医療システム研究所 治験管理部）

青梅市立総合病院治験審査委員会

東京都青梅市東青梅4-16-5

http://www.mghp.ome.tokyo.jp/

全国土木建築国民健康保険組合 総合病院 厚生中央病院
東京都目黒区三田1-11-7
治験審査委員会

当院内

帝京大学医学部附属病院治験審査委員会

東京都板橋区加賀２丁目１１番１号

http://www.teikyo-hospital.jp/hospital/section/chiken/

東京医科大学八王子医療センター 治験審査委員会

東京都八王子市館町1163

http://www.tokyo-med.ac.jp/hmc/information/n-chikenkanri.html

東京医科大学病院治験審査委員会

東京都新宿区西新宿 6-7-1

http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/shinryo/chikenkanri/index.shtml

東京駅センタービルクリニック 治験審査委員会

東京都中央区日本橋三丁目3番14号 東京駅センター
ビル

東京駅センタービルクリニック 内

東京警察病院 治験審査委員会

東京都中野区中野４―２２―１

http://www.keisatsubyoin.or.jp/research.html

東京歯科大学水道橋病院治験審査委員会

東京都千代田区三崎町2-9-18

準備中

東京慈恵会医科大学附属病院 薬物治験審査委員会
東京慈恵会医科大学附属病院 医療機器治験審査委員会

東京都港区西新橋３丁目１９番１８号

http://www.jikei.ac.jp/hospital/honin/chiken/index.html

東京女子医科大学治験審査委員会

①東京都新宿区河田町8-1
②東京都荒川区西尾久2-1-10
③千葉県八千代市大和田新田477-96
④東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル
⑤東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー
⑥東京都新宿区河田町10-22
⑦東京都北区田端1-21-8 ＮＳＫビル3階
⑧東京都新宿区若松町9-9 パークホームズ新宿若松
町1F
⑨東京都新宿区河田町10-22
⑩東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル
⑪東京都荒川区西日暮里2-20-1 サンマークシティ日
暮里 ステーションポートタワー４階・５階

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/CCR/CCR_kakusinsei.html

東京大学医学部附属病院治験審査委員会

東京都文京区本郷７－３－１

東京逓信病院治験審査委員会

東京都千代田区富士見2－14－23

http://www.tth-japanpost.jp/

東京都健康長寿医療センター治験審査委員会

東京都板橋区栄町35-2

http://www.tmghig.jp/hospital/

東京都立駒込病院治験審査委員会

東京都文京区本駒込３－１８－２２

http://www.cick.jp

東京都立広尾病院治験審査委員会

東京都渋谷区恵比寿２－３４－１０

東京都立松沢病院治験審査委員会

東京都世田谷区上北沢2-1-1

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/matsuzawa/

東京都立神経病院治験審査委員会

東京都府中市武蔵台２－６－１

神経病院内 事務局

東京都立多摩総合医療センター治験審査委員会

東京都府中市武蔵台２－８－２９

http://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/about/department/clinical_trial/

東京都立大塚病院治験審査委員会

東京都豊島区南大塚２－８－１

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/ohtsuka/

東京都立墨東病院治験審査委員会

東京都墨田区江東橋四丁目２３番１５号

http://bokutoh-hp.metro.tokyo.jp/todoctor/trial.html

東芝病院治験審査委員会

東京都品川区東大井6丁目3番22号

東芝病院 治験事務局

東大和病院 治験審査委員会

東京都東大和市南街１－１３－１２

東大和病院内において閲覧

東邦大学医療センター大橋病院治験審査委員会

東京都目黒区大橋２－１７－６

http://www.ohashi.med.toho-u.ac.jp/chiken/index.html

国立大学法人東京大学

東京都

5010005007398

8000020130001

http://www.ut-crescent.jp

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/hiroo/

―

―

東邦大学医療センター大森病院治験審査委員会

東京都大田区大森西６―１１―１

http://www.omori.med.toho-u.ac.jp/chiken/

徳洲会グループ共同治験審査委員会

東京都千代田区麹町一丁目8番7号

http://www.mirai-iryo.com/chiken/chiken.html

特定非営利活動法人 全国臨床研究協議会 治験審査委員
東京都豊島区南池袋2-27-17
会

http://www.jccr.jp/

特定非営利活動法人ＭＩＮＳ治験審査委員会

東京都港区三田5丁目20番9－401号

東京都港区三田5丁目20番9－401号

特定非営利活動法人臨床研究の倫理を考える会治験審査
委員会

東京都千代田区一番町13番地2

特定非営利活動法人臨床研
3010005018348
究の倫理を考える会

http://www.hurecs.org/

独立行政法人 国立成育医療研究センター治験審査委員会 東京都世田谷区大蔵2-10-1

http://www.ncchd.go.jp/hospital/section/clinical-trial/index.html

独立行政法人国立病院機構災害医療センター治験審査委
員会

東京都立川市緑町3256番地

http://www.nho-dmc.jp/tiken/index.html

独立行政法人国立病院機構村山医療センター治験審査委
員会

東京都武蔵村山市学園2丁目37番地1

http://www.murayama-hosp.jp/clinicaltrial/index.html

独立行政法人国立病院機構東京医療センター治験審査委
員会

東京都目黒区東が丘2-5-1

http://www.ntmc.go.jp

独立行政法人国立病院機構東京病院治験審査委員会

東京都清瀬市竹丘３－１－１

http://www.hosp.go.jp/~tokyo/

独立行政法人国立病院機構本部中央治験審査委員会
（National Hospital Organization Central Review Board、略
称：NHO-CRB）

東京都目黒区東が丘2-5-21（国立病院機構 本部）

http://www.hosp.go.jp

独立行政法人地域医療機能推進機構東京蒲田医療セン
ター 治験審査委員会

東京都大田区南蒲田2-19-2

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレスhttp://www.kamata-hospital.jp/）

日本医科大学多摩永山病院 薬物治験審査委員会

東京都多摩市永山1-7-1

治験事務局

日本医科大学付属病院 薬物治験審査委員会

東京都文京区千駄木一丁目１番５号

当院治験推進室にて閲覧
（病院トップページアドレス : http://www.hosp.nms.ac.jp/）

日本橋循環器科クリニック倫理審査委員会

東京都中央区日本橋小伝馬町１３番４号
共同ビル２０１号

医療法人財団 健康睡眠会 日本橋循環器科クリニック事務局

日本歯科大学附属病院 治験薬委員会

東京都千代田区富士見2-3-16

薬剤室（閲覧希望の場合、事前に電話もしくはＦＡＸでご連絡ください）

日本大学附属病院共同治験審査委員会

東京都板橋区大谷口上町30-1

白鬚橋病院治験審査委員会

東京都墨田区東向島四丁目2番10号

学校法人日本大学

5010005002382

http://www.med.nihon-u.ac.jp/department/chiken/

施設内

―

―

東京都中野区鷺宮5-3-14
美穂診療所

美穂診療所治験審査委員会

東京都中野区鷺宮5-3-14

武蔵野赤十字病院 治験審査委員会

東京都武蔵野市境南町1-26-1

保仁クリニック治験審査委員会

東京都大田区池上3-32-17

東京都中央区日本橋本町4-7-1 三恵日本橋ビル
株式会社 アクレジャパン(SMO)内

邦英会治験審査委員会

東京都豊島区池袋３－２８－３

http://www.e-sekino.or.jp/

北里大学白金治験審査委員会

東京都港区白金五丁目９番１号

http://www.kitasato-u.ac.jp/shirokaneirb/

立正佼成会附属佼成病院治験審査委員会

東京都中野区弥生町５丁目２５番１５号

http://www.kosei-hp.or.jp

両国眼科クリニック治験審査委員会

東京都墨田区両国4-33-12 グランアルブル両国1F

医療法人社団慶翔会 両国眼科クリニック 治験事務局

あかねファミリークリニック 治験審査委員会

神奈川県横浜市青葉区あかね台1-17-38

あかねファミリークリニック内（適宜場所を提供いたします）

医療法人財団慈啓会 大口東総合病院 治験審査委員会

神奈川県横浜市神奈川区入江
2丁目19番1号

医療法人財団慈啓会
大口東総合病院

日本赤十字社

6010405002452

http://www.musashino.jrc.or.jp/help/chiken.html

医療法人社団湘南太陽会 鳥居泌尿器科・内科治験審査委
横浜市金沢区釜利谷東2-21-22 クリニックビル別館
員会

http://www.shonan-taiyo.com/serv11.shtml

医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 治験審 神奈川県横浜市青葉区荏田町
査委員会
433番地

医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院

独立行政法人労働者健康安全機構中央治験審査委員会

神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 独立行政 独立行政法人労働者健康安
7020005008492
法人労働者健康安全機構 事務管理棟
全機構

https://www.johas.go.jp/Default.aspx?TabId=393

日本医科大学武蔵小杉病院薬物治験審査員会

神奈川県川崎市中原区小杉町1-396

http://kosugi-h.nms.ac.jp

松和会G.治験審査委員会

神奈川県厚木市泉町３－１４

みずおクリニック治験審査委員会

神奈川県横浜市泉区中田南3-9-1ウィステリア館１F

当院のホームページ上又はIRB事務局にて閲覧可能（ホームページアドレス
http://www.mizuo-clinic.com/）

医療法人 湘和会 湘南記念病院 治験審査委員会

神奈川県鎌倉市笛田2-2-60

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレスhttp://www.syonankinenhp.or.jp/）

医療法人 誠医会 宮川病院 治験審査委員会

神奈川県川崎市川崎区大師駅前２－１３－１３

閲覧場所；医療法人 誠医会 宮川病院
医事課相談室

医療法人社団 望星会

1030005001064

―

―

―

松和会G.治験審査委員会事
務局 （神奈川県厚木市幸町9
番10号 第２ファーメルビル２
階 株式会社 メディカル東友
内）

医療法人 優雅 東林間かねしろ内科クリニック 治験審査
委員会

神奈川県相模原市南区上鶴間七丁目6番2号

クリニック内に設置

医療法人愛仁会 太田総合病院 治験審査委員会

神奈川県川崎市川崎区日進町1-50

http://www.ota-g-hospital.com/

医療法人健生会 朝倉病院治験審査委員会

神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目81番12

院内受付

医療法人社団 一洋会 H.E.Cサイエンスクリニック 治験審査
委員会

神奈川県横浜市磯子区洋光台4-1-4-102

閲覧場所はH.E.Cサイエンスクリニック内

医療法人社団 三喜会 横浜新緑総合病院 治験審査委員
神奈川県横浜市緑区十日市場町1726－7
会

院内(治験事務局）

医療法人社団 子安 子安脳神経外科クリニック 治験審査 神奈川県横浜市旭区二俣川１-６-１ 二俣川北口ビル
委員会
２Ｆ

医療法人社団 子安 子安脳神経外科クリニック 治験事務局

医療法人社団 新東会 横浜みのるクリニック 治験審査委
神奈川県横浜市南区別所1－13－8
員会

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレス http://www.shintoukai.or.jp/）

医療法人社団 徳寿会 相模原中央病院 治験審査委員会 神奈川県相模原市中央区富士見6-4-20

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレス http://www.tokujukai.or.jp/）

医療法人社団鵬友会横浜ほうゆう病院 治験審査委員会

神奈川県横浜市旭区金が谷644番地

医療法人社団鵬友会横浜ほうゆう病院 事務部

医療法人社団明芳会 江田記念病院治験審査委員会

神奈川県横浜市青葉区あざみ野南１丁目１番地

該当なし

医療法人社団和光会 総合川崎臨港病院 治験審査委員会 神奈川県川崎市川崎区中島三丁目13番1号

治験事務局に設置

医療法人眞仁会 横須賀クリニック治験審査委員会

神奈川県横須賀市小川町２４

閲覧は事務室内

一般財団法人同友会 藤沢湘南台病院 治験審査委員会

神奈川県藤沢市高倉2345

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレス http://www.fj-shonandai.jp/）

横浜市立みなと赤十字病院治験審査委員会

神奈川県横浜市中区新山下3丁目12番1号

http://www.yokohama.jrc.or.jp/medical_part/clinical/

横浜市立市民病院 受託研究審査委員会

横浜市保土ケ谷区岡沢町５６番地

http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/s-byouin/chiken.html

関東労災病院治験審査委員会

神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号

http://www.kantoh.rofuku.go.jp/shinryoka/yaku/chiken.htm

金沢内科クリニック治験審査委員会

神奈川県横浜市金沢区谷津町341

http://www.kanazawa-naika-clinic.or.jp/clinic/bunko/index.html

五所塚診療所 治験審査委員会

神奈川県川崎市宮前区五所塚1-21-4

五所塚診療所 治験事務局

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター
臨床試験審査委員会

神奈川県横浜市南区浦舟町４－５７

公立大学法人横浜市立大学 5020005005343

https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/medical/clinicalmanage/committee/index.html

―

公立大学法人 横浜市立大学附属病院 臨床試験審査委員
会

神奈川県横浜市金沢区福浦３－９

公立大学法人横浜市立大学 5020005005343

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ynext/trial/

―

厚生連病院共同治験審査委員会

東京都渋谷区代々木2丁目5番5号

http://www.koseiren-network.com/

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院治験審査委員
神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1
会

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院治験事務局

国家公務員等共済組合連合会横須賀共済病院治験審査委
神奈川県横須賀市米が浜通1-16
員会

国家公務員等共済組合連合会横須賀共済病院治験事務局

国際親善総合病院治験審査委員会

神奈川県横浜市泉区西が岡1-28-1

http://shinzen.jp/

済生会横浜市南部病院 治験審査委員会

神奈川県横浜市港南区港南台3丁目2番10号

済生会横浜市東部病院 治験審査委員会

横浜市鶴見区下末吉３－６－１

ホームページの準備が整うまで一般の閲覧に供する。閲覧場所は、治験管理
室で行う。

治験ネットワークあすか医療機器治験審査委員会

神奈川県鎌倉市由比ヶ浜２－２－４０

なし ＊手順書等は施設内で閲覧可能（事前連絡要）

社会医療法人社団ジャパンメディカルアライアンス 海老名
総合病院・海老名メディカルプラザ合同治験審査委員会

1)神奈川県海老名市河原口1320
2)神奈川県海老名市中新田439-1

海老名総合病院 治験事務局（薬剤科DI室内）にて文書閲覧

―

―

http://www.nanbu.saiseikai.or.jp/post/secretariat/index.html

社団法人地域医療振興協会 横須賀市立うわまち病院 治験
神奈川県横須賀市上町２－３６
審査委員会

社団法人地域医療振興協会 横須賀市立うわまち病院 院内

昭和大学横浜市北部病院臨床試験審査委員会

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５－１

閲覧場所：昭和大学横浜市北部病院臨床試験管理室

昭和大学藤が丘病院 臨床試験審査委員会

神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-30

http://www.showa-university-fujigaoka.gr.jp/

神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 治験
神奈川県伊勢原市桜台２－１７－１
審査委員会

http://www.iseharahp.com

神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 治験
神奈川県相模原市橋本２－８－１８
審査委員会

http://www.sagamiharahp.com/content/chiken/

神奈川県保険医協会治験審査委員会

神奈川県横浜市神奈川区金港町５－３６東興ビル２階

神奈川県保険医協会事務局

神奈川県立がんセンター治験審査委員会

神奈川県横浜市旭区中尾２－３－２

http://kcch.kanagawa-pho.jp/examination/chikenkanri.html

神奈川県立循環器呼吸器病センター受託研究審査委員会

神奈川県横浜市金沢区富岡東6－16－1

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/byouin/junkoc/tiken/top.html

―

神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック 治
験審査委員会

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6

神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック 患者相談窓口

神奈川歯科大学附属病院 治験審査委員会

神奈川県横須賀市稲岡町82番地

http://www.kdcnet.ac.jp/hospital/03-006.html

聖マリアンナ医科大学附属病院等治験審査委員会

①神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
②神奈川県横浜市旭区矢指町1197-1
③神奈川県川崎市中原区小杉町3-435
④神奈川県川崎市多摩区宿河原1-30-37

石川町内科クリニック 治験審査委員会

神奈川県横浜市中区松影町1-3-7-3F

石川町内科クリニック院内

浅井皮膚科治験審査委員会

神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1-14

治験審査委員会事務局

地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川こども医療
センター治験審査委員会

横浜市南区六ツ川2-138-4

http://kanagawa-pho.jp/osirase/byouin/kodomo/index.html

鶴見大学歯学部附属病院臨床試験審査委員会

神奈川県横浜市鶴見区鶴見2－1－3

帝京大学医学部附属溝口病院 治験審査委員会

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-3

http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~mizo/

東海大学医学部付属病院群治験審査委員会

Ⅰ）神奈川県伊勢原市下糟屋１４３
Ⅱ）東京都渋谷区代々木1-2-5
Ⅲ）神奈川県中郡大磯町月京21-1
Ⅳ）東京都八王子市石川町 1838

http://www.tokai-chiken.jp/

東芝林間病院 治験審査委員会

神奈川県相模原市南区上鶴間7-9-1

http://www.rinkanhp.com/

東名厚木病院

神奈川県厚木市船子２３２

東名厚木病院 治験事務局:
http://www.tomei.or.jp/hospital/chiken/index.html

藤沢市民病院 受託研究審査会

神奈川県藤沢市藤沢２－６－１

治験室

特定医療法人財団石心会 川崎幸病院 治験審査委員会

神奈川県川崎市幸区都町39番1号

http://www.sekishinkai.or.jp/saiwaihp/h_chiken_top.html
閲覧場所は、院内 管理室

特定医療法人社団 育成社 佐々木病院 治験審査委員会

神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-13-8

http://www.yha-net.jp/sasaki/

聖マリアンナ医科大学

9020005007567

www.marianna-u.ac.jp/hospital/ctc/web/index.html

（一般閲覧）附属病院事務室

独立行政法人 労働者健康安全機構 横浜労災病院 治験
神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
審査委員会

https://www.yokohamah.johas.go.jp/medical/division/clinical_trial/

独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 受託研究
神奈川県横浜市戸塚区原宿3丁目60番 2号
審査委員会

http://www.yokohama-mc.com/

独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター治験審査
委員会

http://www.kurihama-med.jp/

神奈川県横須賀市野比５丁目３番１号

施設内

独立行政法人国立病院機構神奈川病院治験審査委員会

神奈川県秦野市落合６６６－１

http://kanagawa-hosp.org/ao-chiken.html

独立行政法人国立病院機構相模原病院受託研究審査委員
神奈川県相模原市南区桜台１８－１
会

http://www.hosp.go.jp/~sagami/chiken/index.html

独立行政法人国立病院機構箱根病院受託研究審査委員会 神奈川県小田原市風祭４１２

http://hakonehosp.com/

独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ヶ谷中央
病院治験審査委員会

神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町４３－１

現在ホームページでの公表はなし、一般閲覧は薬剤科にて

日本鋼管病院治験審査委員会

川崎市川崎区鋼管通1丁目2番1号

日本鋼管病院 治験管理室

日本鋼管病院治験審査委員会

神奈川県川崎市川崎区鋼管通１丁目２番１号

平塚共済病院 治験審査委員会

神奈川県 平塚市 追分9-11

http://www.kkr.hiratsuka.kanagawa.jp/

平塚市民病院治験審査委員会

平塚市南原１－１９－１

平塚市民病院 病院総務課

北里大学相模原治験審査委員会

神奈川県相模原市北里南区1丁目15番1号

http://www.khp.kitasato-u.ac.jp/Bumon/chiken/index.html

林糖尿病内科クリニック 治験審査委員会

神奈川県茅ヶ崎市新栄町3-2 Abeasa Medical 2F

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレス http://www.hayashi-tounyobyo-clinic.com/）

魚沼市立小出病院治験審査委員会

新潟県魚沼市日渡新田34

http://www.uonuma-medical.jp/koide/

長岡赤十字病院 治験審査委員会

新潟県長岡市千秋2丁目297番地1

http://www.nagaoka.jrc.or.jp/dep/chiken/index.html

医療法人社団こうかん会

3020005008372

―

医療法人立川メディカルセンター 立川綜合病院 治験審査
新潟県長岡市神田町３－２－１１
委員会

http://www.tatikawa.or.jp/

厚生連 村上総合病院 治験審査委員会

新潟県村上市田端町2番17号

村上総合病院 薬剤部 医薬品情報室

佐渡総合病院治験審査委員会

新潟県佐渡市千種113番地1

佐渡総合病院 薬剤部 薬剤部長室

済生会新潟第二病院治験審査委員会

新潟県新潟市西区寺地280-7

http://www.ngt.saiseikai.or.jp/04/etc05.html

糸魚川総合病院治験審査委員会

新潟県糸魚川市大字竹ヶ花４５７番地１

糸魚川総合病院薬剤部

社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院 治験審査
委員会

新潟市西区新通南3丁目3番11号

http://www.shinrakuen.com/
及び薬剤部長室で閲覧可能

施設内

新潟県厚生農業協同組合連合会 三条総合病院 治験審査
新潟県三条市塚野目5丁目1番62号
委員会

新潟県立がんセンター新潟病院治験審査委員会

新潟県新潟市中央区川岸町2丁目15番3

新潟県立リウマチセンター治験審査委員会

新潟県新発田市本町1丁目２番８号

新潟県立新発田病院治験審査委員会

新潟県新発田市本町1丁目2番8号

http://www.kouseiren-sanjo.jp/ 及び薬剤科長室で閲覧可能

新潟県

5000020150002

http://www.niigata-cc.jp/bumon/rinsyou.html

一般の閲覧に供している場所：薬剤部 DI・治験室

新潟県

5000020150002

http://www.sbthp.jp/

新潟県立中央病院 治験審査委員会

新潟県上越市新南町２０５

http://www.cent-hosp.pref.niigata.jp/index.html
病院トップページの各部門のご紹介―薬剤部→薬剤部の薬剤部案内―医療
関係者へ→
医療関係者向けページの治験業務手順書等について
(http://www.cent-hosp. pref.niigata.jp/pdf/yakuzaibu/tiken_tejun.pdf)

新潟市民病院倫理委員会治験審査部会

新潟県新潟市中央区鐘木463番地7

http://www.hosp.niigata.niigata.jp/

新潟大学医歯学総合病院 治験審査委員会

新潟県新潟市中央区旭町通１番町７５４

新潟大学医歯学総合病院医薬品・医療機器臨床研究審査
委員会

新潟市中央区旭町通１－７５４

新潟臨港病院 治験審査委員会

新潟県新潟市東区桃山町1丁目114番地3

長岡中央綜合病院治験審査委員会

新潟県長岡市川崎町２０４１

国立大学法人新潟大学

3110005001789

https://www.ctrc.niigata-u.ac.jp/client/about_committee/

―

―

http://www.bmrc.jp/

http://www.rinko-hp.com/
及び事務部で閲覧可能

http://www.nagachu.jp/

独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院 倫理審査委
新潟県新潟市西区真砂１丁目１４－１
員会

http://www.masa.go.jp/index.html

独立行政法人国立病院機構さいがた病院 受託研究審査委 新潟県上越市大潟区犀潟468-1（さいがた病院所在
員会
地）

http://www.saigata-nh.go.jp

独立行政法人国立病院機構新潟病院受託研究審査委員会
（National Hospital Organization Niigata Hospital Institutional 新潟県柏崎市赤坂町３－５２
Review Board、略称：IRB）

http://www.niigata-nh.go.jp/html/shinryou/16chiken_kanri.html

柏崎総合医療センター治験審査委員会

新潟県柏崎市北半田2丁目11番３号

http://www.kashiwazaki-ghmc.jp/

市立砺波総合病院治験審査委員会

富山県砺波市新富町１番６１号

砺波市

7000020162086

http://www.city.tonami.toyama.jp/tgh/departments/department/03/0304/03 市立砺波総合病院臨床試験
04_02.pdf
センター
治験事務局

独立行政法人 労働者健康安全機構 富山労災病院 治験
富山県魚津市六郎丸９９２
審査委員会

http://www.toyamah.johas.go.jp/chiken/index.html

医療法人社団 藤聖会 八尾総合病院 治験審査委員会

当院内

富山県富山市八尾町福島7-42

―

金沢医科大学氷見市民病院治験審査委員会

富山県氷見市幸町31番9号

治験事務局

厚生連高岡病院 治験審査委員会

富山県高岡市永楽町5番10号

治験審査委員会の手順書HPアドレス
→http://www.kouseiren-ta.or.jp
委員名簿、会議の記録の概要
→厚生連高岡病院 治験審査委員会 事務局（薬剤部内）

黒部市民病院治験審査委員会

富山県黒部市三日市1108‐1

黒部市民病院治験事務局

社会福祉法人恩賜財団 富山県済生会高岡病院 治験審査
富山県高岡市二塚387-1
委員会

http://www.takaoka-saiseikai.jp/

独立行政法人国立病院機構 北陸病院受託研究審査委員
会

http://www.hosp.go.jp/~hokuriku/

富山県南砺市信末5963

独立行政法人国立病院機構富山病院受託研究審査委員会 富山県富山市婦中町新町3145番地

独立行政法人国立病院機構
1013205001281
富山病院

http://www.toyama-hosp.jp/

富山県医師会治験審査委員会

富山県富山市蜷川336番地

http://www.toyama.med.or.jp/wp/?page_id=977

富山県立中央病院治験審査委員会

富山市西長江2丁目2番78

http://sun1.tch.pref.toyama.jp/

富山市立富山市民病院治験審査委員会

富山市今泉北部町2番地１

http://www.tch.toyama.toyama.jp/

富山赤十字病院治験審査委員会

富山県富山市牛島本町2丁目1-58

http://www.toyama-med.jrc.or.jp/

富山大学附属病院医薬品受託研究審査委員会

富山県富山市杉谷２６３０

http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/tiken/index.html

金沢市立病院 治験審査委員会

石川県金沢市平和町３－７－３

医療法人 社団 和楽仁 芳珠記念病院 治験審査委員会

石川県能美市緑が丘11丁目71番地

当院内

医療法人社団 浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院
治験審査委員会

石川県金沢市田中町は16

http://www.kanazawa-heart.or.jp/

医療法人社団洋和会 池田病院 治験審査委員会

石川県石川郡野々市町新庄2丁目10番地

当院内

金沢医科大学病院治験審査委員会

石川県河北郡内灘町大学１－１

http://www.kanazawa-med.ac.jp/~tiken/

金沢赤十字病院治験審査委員会

石川県金沢市三馬2-251

http://www.kanazawa-rc-hosp.jp/

金沢市

4000020172014

―

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/sinryouka_bumon/yakuzai/ya
―
kuzai_chiken.html

金沢大学附属病院臨床研究審査委員会

石川県金沢市宝町１３番１号

http://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/bu/yaku/crc/

公益社団法人 石川県医師会 治験審査倫理委員会

石川県金沢市鞍月東2丁目48番地

http://www.kanazawa-univ-pharm.jp/irb/

公立松任石川中央病院治験審査委員会

石川県白山市倉光三丁目８番地

http://mattohp.jp/about/chiken.html

国民健康保険小松市民病院治験審査委員会

石川県小松市向本折ホ６０番地

http://www.hosp.komatsu.ishikawa.jp/

石川県立高松病院治験審査委員会

石川県かほく市内高松ヤ３６

http://www.pref.ishikawa.jp/takabyo/

石川県立中央病院治験審査委員会

石川県金沢市鞍月東２丁目１番地

http://www.pref.ishikawa.jp/ipch/chiken.html

独立行政法人 地域医療機能推進機構 金沢病院

石川県金沢市沖町ハ-15

http://kanazawa.jcho.go.jp/

独立行政法人国立病院機構 石川病院受託研究審査委員
会

石川県加賀市手塚町サ１５０番地

独立行政法人国立病院機構石川病院治験管理室
http://www.hosp.go.jp/~isikawa/

独立行政法人国立病院機構医王病院 受託研究審査委員
会

石川県金沢市岩出町二73-1

http://www.hosp.go.jp/~iou/

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター治験審査委
員会

石川県金沢市下石引町1-1（独立行政法人国立病院
機構金沢医療センター）

http://www.kanazawa-hosp.jp/

独立行政法人国立病院機構七尾病院治験審査委員会

石川県七尾市松百町八部3-1

http://www.nanao-hosp.jp/

福井大学医学部附属病院治験審査委員会

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

国立大学法人福井大学

4210005005077

http://research.hosp.u-fukui.ac.jp/

医療法人穂仁会 福井リハビリテーション病院 治験審査委員
福井県福井市南楢原町20字大畑2番地
会

福井県福井市南楢原町20字大畑2番地 医療法人穂仁会 福井リハビリテー
ション病院

一般財団法人認知症高齢者医療介護教育センター 福井県
福井県福井市島寺町９３－６
立すこやかシルバー病院 治験審査委員会

http://www.fukui-sukoyaka-silver.or.jp/

福井県立病院治験薬等委員会

福井県福井市四ツ井2-8-1

http://info.pref.fukui.jp/imu/fph/intsection/comedical/drug/drug.html#link6

福井赤十字病院治験審査委員会

福井県福井市月見2丁目4番1号

福井総合病院治験審査委員会

福井県福井市江上町第58号16番地1

http://www.chiken-joho.com/irb-public/1/

山梨県立北病院治験審査委員会

山梨県韮崎市旭町上条南割3314－13

http://www.pref.yamanashi.jp/kitabyo/33728014221.html

日本赤十字社

6010405002452

http://www.fukui-med.jrc.or.jp/bumon/yakuzaibu/chiken/chiken.php

―

―

山梨大学医学部附属病院医薬品等臨床研究審査委員会

山梨県中央市下河東１１１０

http://www.hosp.yamanashi.ac.jp/chuo_shinryo/chiken_infoopen/index.html

市立甲府病院治験審査委員会

山梨県甲府市増坪町366

甲府市

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院
治験審査委員会

山梨県甲府市富士見1丁目1番1号

地方独立行政法人山梨県立
4090005002830
病院機構

1000020192015

―

市立甲府病院治験審査委員
会事務局

www.ych.pref.yamanashi.jp

―

独立行政法人国立病院機構甲府病院受託研究審査委員会 山梨県甲府市天神町１１－３５

http://www.kofu-hospital.jp/bumon/rinri_chiken.html

飯田市立病院 治験審査委員会

長野県飯田市八幡町438番地

治験事務局内

佐久総合病院グループ臨床研究・治験審査委員会

長野県佐久市臼田197番地

http://www.sakuhp.or.jp/ja/about/54/index.html

長野医療生活協同組合 長野中央病院 治験審査委員会

長野県長野市西鶴賀町1570番地

長野医療生活協同組合

5100005001788

http://www.nagano-chuo-hospital.jp/list1/tiken-tejun

―

長野県厚生農業協同組合連合会北アルプス医療センターあ
長野県北安曇郡池田町大字池田3207番地1
づみ病院治験審査委員会

長野県厚生農業協同組合連
4100005001211
合会

http://www.azumi-ghp.jp/

―

社会医療法人抱生会 丸の内病院 治験審査委員会

長野県松本市渚１丁目７番４５号

社会医療法人抱生会

7100005005647

―

治験事務室

安曇野赤十字病院治験審査委員会

長野県安曇野市豊科5685番地

日本赤十字社

6010405002452

http://www.azumino.jrc.or.jp/

―

伊那中央病院治験審査委員会

長野県伊那市小四郎久保1313番地1

http://www.inahp.jp/

医療法人栗山会 飯田病院 治験審査委員会

長野県飯田市大通1丁目15番地

http://www.iida.or.jp/

下伊那赤十字病院 治験審査委員会

長野県下伊那郡松川町元大島3159-1

治験事務室

国立大学法人信州大学医学部附属病院治験審査委員会

長野県松本市旭3-1-1

佐久市立国保浅間総合病院治験審査委員会

長野県佐久市岩村田1862-1

治験事務局

鹿教湯三山才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ鹿教湯病院治験審査委
員会

長野県上田市鹿教湯温泉1308

治験事務室

社会医療法人財団慈泉会相澤病院 治験審査委員会

長野県松本市本庄2-5-1

松本中川病院治験審査委員会

長野県松本市野溝西2丁目3番16号

国立大学法人信州大学

社会医療法人財団慈泉会

3100005006723

9100005005645

http://www.shinshu-u.ac.jp/hp/bumon/i-chikencenter/

http://www.ai-hosp.or.jp/intro/intro07.html

松本中川病院 治験事務室

―

―

諏訪赤十字病院治験審査委員会

長野県諏訪市湖岸通り5-11-50

地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立こども病院
長野県安曇野市豊科3100
治験審査委員会
地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立須坂病院
治験審査委員会

http://www.suwa.jrc.or.jp/

地方独立行政法人長野県立
4100005007761
病院機構

長野県須坂市大字須坂1332

http://nagano-child.jp/overview/soshikizu/clinical_trial

http://www.pref.nagano.jp/xeisei/suzakahosp/

長野県厚生農業協同組合連合会 富士見高原病院 治験審
長野県諏訪郡富士見町落合１１１００番地
査委員会

治験事務局

長野県厚生農業協同組合連合会篠ノ井総合病院 治験審査
長野県長野市篠ノ井会666-1
委員会

薬剤部

長野県立木曽病院 治験審査委員会

長野県木曽郡木曽町福島6613-4

当院内

長野市民病院 受託研究（治験等）審査委員会

長野県長野市大字富竹１３３３番地１

http://www.hospital.nagano.nagano.jp/index.php?page=clinical_trials/clinical_t
rials.html&right_bar=no

長野赤十字病院治験審査委員会

長野市若里5-22-1

長野赤十字病院ホームページ
http://www.nagano-med.jrc.or.jp/

独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター 受託
長野県上田市緑が丘1-27-21
研究（治験）審査委員会

http://www.nagano-hosp.go.jp

独立行政法人国立病院機構 東長野病院治験審査委員会

http://enagano‐hosp.jp/

長野県長野市上野２－４７７

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター治験審査
長野県松本市大字寿豊丘811番地
委員会

http://mmccenta.jp/rinkentiken/tiken.php

独立行政法人国立病院機構小諸高原病院治験審査委員会 長野県小諸市甲4598

http://www.hosp.go.jp/~komoro/

岐阜大学医学部附属病院医薬品等受託研究審査委員会

岐阜市柳戸１番１

社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 治験審査委員会 岐阜県羽島郡笠松町田代185-1

―

国立大学法人 岐阜大学

5200005002181

https://hosp.gifu-u.ac.jp/icc/chiken/tetsuduki/youshiki.html

先端医療・臨床研究推進セン
ター内

―

―

http://www.matsunami-hsp.or.jp/

―

羽島市民病院 治験審査委員会

岐阜県羽島市新生町3丁目246番地

羽島市民病院 治験事務局（薬剤部）

岐阜県医師会治験審査委員会

岐阜市薮田南3-5-11

岐阜県総合医療センター治験審査委員会

岐阜県岐阜市野一色4-6-1

治験管理センター

岐阜市民病院治験審査委員会

岐阜市鹿島町７丁目１番地

http://www.city.gifu.lg.jp/c/11020353/11020353.html

一般社団法人岐阜県医師会 5200005011463

http://www.gifu.med.or.jp/chiken/a_05.html

―

高山赤十字病院治験審査委員会

岐阜県高山市天満町3丁目11番地

高山赤十字病院治験事務室

治験審査委員会

岐阜県各務原市蘇原東島町４－６－２

該当外のため記載なし

社会医療法人厚生会 木沢記念病院治験審査委員会

岐阜県美濃加茂市古井町下古井590

閲覧場所：薬剤部

社団医療法人かなめ会 山内ホスピタル 治験審査委員会

岐阜市市橋３－７－２２

http://www.kanamekai.com

大垣市民病院治験審査委員会

岐阜県大垣市南頬町４－８６

大垣市民病院 治験管理センター

地方行政独立法人岐阜県立多治見病院 治験審査委員会

岐阜県多治見市前畑町5-161

http://www.tajimi-hospital.jp/ 薬剤部

独立行政法人国立病院機構長良医療センター受託研究審
査委員会

岐阜市長良１３００番地７

http://www.hosp.go.jp/~ngr/

JA静岡厚生連遠州病院治験審査委員会

静岡県浜松市中区中央一丁目1番1号

http://k-enshu.ja-shizuoka.or.jp/chiken

JA静岡厚生連 静岡厚生病院 治験審査委員会

静岡県静岡市葵区北番町２３番地

http://www.ja-shizuoka.or.jp/szkosei-hosp/

一般財団法人 芙蓉協会 聖隷沼津病院 治験審査委員会

静岡県沼津市本字松下七反田902-6

http://www.seirei-numazu.com/contents/byouintop.html

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 治
験審査委員会

静岡県掛川市菖蒲ヶ池 1番地の１

くしま内科医院治験審査委員会

静岡県静岡市葵区福田ヶ谷358-1

掛川市・袋井市病院企業団

5000020229580

http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/section/room_ri_kenkyu/index.html

―

くしま内科医院 受付窓口

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病
静岡県浜松市北区三方原町3453
院治験審査委員会

社会福祉法人聖隷福祉事業
8080405000142
団

http://www.seirei.or.jp/mikatahara/

―

地方独立行政法人静岡市立静岡病院 治験審査委員会

静岡市葵区追手町10-94

地方独立行政法人静岡市立
6080005006871
静岡病院

http://www.shizuokahospital.jp/about_chiken.html

―

医療法人社団 松愛会 松田病院 治験審査委員会

静岡県浜松市西区入野町７５３

http://www.matsuda-hp.or.jp/

丸山病院治験審査委員会

静岡県浜松市中区助信町39番10号

http://www.maruyama-hp.com/

菊川市立総合病院 治験審査委員会

静岡県菊川市東横地1632

http://www.kikugawa-hosp.jp/

市立島田市民病院治験審査委員会

静岡県島田市野田1200番地の5

http://www.municipal-hospital.shimada.shizuoka.jp/
病院トップ＞診療案内＞診療技術部の紹介＞治験管理室

志都呂クリニック治験審査委員会

静岡県浜松市西区西鴨江町６２１

公開は治験事務局まで申し込み

順天堂大学医学部附属静岡病院治験審査委員会

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

http://www.juntendo.org/act/08/act-08-02.php

沼津市立病院治験審査委員会

静岡県沼津市東椎路字春ノ木550

http://www2.odn.ne.jp/numazu-hospital/

焼津市立総合病院治験審査委員会

静岡県焼津市道原1000

静岡県立こころの医療センター 治験審査委員会

静岡県静岡市葵区与一4丁目1-1

総務室

静岡県立静岡がんセンター倫理審査委員会

静岡県駿東郡長泉町下長窪１００７

http://www.scchr.jp

静岡県立総合病院治験審査委員会

静岡県静岡市葵区北安東4丁目-27-1

静岡市立清水病院治験審査委員会

静岡県静岡市清水区宮加三1231

http://www.shimizuhospital.com/

静岡市立清水病院治験審査委員会

静岡県静岡市清水区宮加三1231

http://www.shimizuhospital.com/

静岡赤十字病院 治験審査委員会

静岡県静岡市葵区追手町８－２

http://www.shizuoka-med.jrc.or.jp/department/clinicalTrial.php

焼津市

1000020222127

地方独立行政法人静岡県立
2080005004292
病院機構

http://www.hospital.yaizu.shizuoka.jp/medical/chikenkanri/chiken_irai.html

http://www.shizuoka-pho.jp/sogo/section/clinical-research/clinicaltrial/clinical-trial-manual/index.html

地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立こども病
静岡県静岡市葵区漆山８６０番地
院 治験審査委員会

http://www.shizuoka-pho.jp/kodomo/bumon/tiken/index.html

藤枝市立総合病院治験審査委員会

http://www.hospital.fujieda.shizuoka.jp/shinryou/chiken/chiken-3.html

静岡県藤枝市駿河台4-1-11

独立行政法人 労働者健康福祉機構 浜松労災病院 治験
静岡県浜松市東区将監町２５
審査委員会

http://www.hamamatsuh.rofuku.go.jp/chiken.html

独立行政法人国立病院機構静岡てんかん神経医療センター
静岡県静岡市葵区漆山886番地
治験審査委員会

http://www.shizuokamind.org/medical-personnel/clinical-trial/

独立行政法人国立病院機構静岡医療センター受託研究審
査委員会

静岡県駿東郡清水町長沢762-1

http://www.hosp.go.jp/~tsh/

独立行政法人国立病院機構静岡富士病院倫理審査委員会 静岡県富士宮市上井出814番地

http://www.hosp.go.jp/~fuji/

独立行政法人国立病院機構天竜病院治験審査委員会

http://www.tenryu-hosp.jp/

静岡県浜松市浜北区於呂4201-2

―

―

磐田市立総合病院治験審査委員会

静岡県磐田市大久保 512番地3

http://www.hospital.iwata.shizuoka.jp/index.htm
（上記、病院ホームページ-トップページより> HOME > 各部門のご案内 >
治験管理室）
閲覧場所、治験管理室

浜松医科大学医学部附属病院治験審査委員会

静岡県浜松市東区半田山１－２０－１

http://www2.hama-med.ac.jp/w6a/trial/index.html

浜松医療センター

浜松市中区富塚町３２８

http://www.hmedc.or.jp/

浜松治験ネットワーク治験審査委員会

静岡県浜松市中区住吉二丁目12-12

http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/hama/guide/medicalresearch/index.html

浜松赤十字病院治験審査委員会

静岡県浜松市浜北区小林1088-1

富士宮市立病院治験審査委員会

静岡県富士宮市錦町3番1号

あいち小児保健医療総合センター 受託研究審査委員会

愛知県大府市森岡町七丁目426番地

春日井市民病院治験審査委員会

愛知県春日井市鷹来町１丁目１番地１

http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/imu/s_annai/chiken/chiken_index.html

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター治験審査委
員会

愛知県大府市森岡町7丁目430番地

http://www.ncgg.go.jp/iccr/index.html

社会医療法人大雄会 総合大雄会病院治験審査委員会

愛知県一宮市桜一丁目9番9号

社会医療法人大雄会

9180005009507

https://www.daiyukai.or.jp/user_guide/clinical_trial/

―

社会医療法人宏潤会 大同病院 治験審査委員会

愛知県名古屋市南区白水町9番地

社会医療法人 宏潤会

3180005002442

http://www.daidohp.or.jp/02iryoukankei/chiken/chiken.html

―

医療法人 社団同潤会 眼科杉田病院 治験審査委員会

愛知県名古屋市中区栄5-1-30

施設内

独立行政法人国立長寿医療研究センター中央治験審査委
員会

愛知県大府市森岡町7丁目430番地

http://www.ncgg.go.jp/iccr/patients/

独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院 治験審査
愛知県尾張旭市平子町北６１番地
委員会

日本赤十字社

6010405002452

―

施設内

http://fujinomiya.cococala.net/

愛知県

1000020230006

独立行政法人労働者健康安
7020005008492
全機構

http://www.achmc.pref.aichi.jp/

http://www.asahih.johas.go.jp/hospital/chiken.html

トヨタ記念病院治験審査委員会

愛知県豊田市平和町１－１

http://www.toyota-mh.jp/chiken/committee.htm

名古屋市医師会第1治験審査委員会

愛知県名古屋市東区葵一丁目4番38号

http://ishikai.nagoya/chiken/irb/index.html

愛知県がんセンター愛知病院受託研究審査委員会

愛知県岡崎市欠町字栗宿18

http://www.pref.aichi.jp/aichi-hospital/

―

施設内

愛知県がんセンター中央病院受託研究審査委員会

名古屋市千種区鹿子殿１番１号

http://www.pref.aichi.jp/cancer-center/

愛知県医師会治験審査会

愛知県名古屋市中区栄四丁目１４番２８号 愛知県医
公益社団法人愛知県医師会 8180005005003
師会館

http://wwwinfo.aichi.med.or.jp/ch/

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 治験審査
愛知県豊田市浄水町伊保原500-1
委員会

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 治験管理室

愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院治験審査委
愛知県安城市安城町東広畔28番地
員会

閲覧場所：愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院

愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 治験審査委員
会

愛知県弥富市前ヶ須町南本田396番地

http://www.jaaikosei.or.jp/kainan/

愛知県立城山病院受託研究審査委員会

名古屋市千種区徳川山町四丁目１番７号

医療法人 メドック健康クリニック 治験審査委員会

愛知県名古屋市昭和区安田通4丁目3番

http://www.medoc.jp/

医療法人 丸茂病院 治験審査委員会

愛知県名古屋市名東区本郷2丁目124-1

当院内

医療法人 大真会 大隈病院治験審査委員会

愛知県名古屋市北区大曽根二丁目9番34号

医療法人愛生会 総合上飯田第一病院

愛知県名古屋市北区上飯田北町2-70

http://www.kamiiida-hp.jp/

医療法人香徳会 メイトウホスピタル治験審査委員会

愛知県名古屋市名東区上社3丁目1911番地

http://www.meitoh-hsp.or.jp/index.html

医療法人社団喜峰会 東海記念病院 治験審査委員会

愛知県春日井市廻間町字大洞681番地47

施設内

―

http://www.pref.aichi.jp/shiroyama-hospital

医療法人 大真会

7180005002554

http://www.ookuma-hospital.or.jp/

医療法人社団三遠メディメイツ 豊橋メイツ睡眠障害治療クリ
愛知県豊橋市東光町50
ニック 治験審査委員会

http://suiminmukokyu.jp/tiken/index.html

医療法人衆済会増子記念病院治験審査委員会

名古屋市中村区竹橋町35番28号

医療法人衆済会増子記念病院 薬局

医療法人偕行会 名古屋共立病院治験審査委員会

愛知県名古屋市中川区法華一丁目172番地

一宮市立市民病院治験審査委員会

愛知県一宮市文京２丁目2番２２号

http://www.municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/

岡崎市民病院治験審査委員会

岡崎市高隆寺町字五所合３番地１

http://www.okazakihospital.jp/

刈谷豊田総合病院治験審査委員会

愛知県刈谷市住吉町5丁目15番地

http://www.toyota-kai.or.jp/department/tech/medicine/index.html

医療法人偕行会

6180005002381

―

―

治験事務局

公立陶生病院治験審査委員会

愛知県瀬戸市西追分町160番地

http://www.tosei.or.jp

国家公務員共済組合連合会名城病院 治験審査委員会

愛知県名古屋市中区三の丸１－３－１

国家公務員共済組合連合会名城病院 治験事務局

治験審査委員会

愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又21

http://www.aichi-med-u.ac.jp/index.html

治験審査委員会

愛知県名古屋市千種区末盛通り２－１１

治験事務局（病院事務室内）にて、閲覧可能。

社会医療法人 財団新和会 八千代病院 治験審査委員会 愛知県安城市住吉町２－２－７

http://www.yachiyo-hosp.or.jp/

社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛知県済生会 愛知県
済生会病院治験審査委員会

愛知県名古屋市西区栄生1-1-18

愛知県済生会病院内の相談室
治験審査委員会の手順書、委員名簿及び会議の記録の概要の閲覧には事
前の申し込みが必要

社会保険中京病院

愛知県名古屋市南区三条一丁目1番10

http://www.chukyo-hosp.jp/

小牧市民病院治験審査委員会

愛知県小牧市常普請１丁目２０番地

http://www.komakihp.gr.jp/

成田記念病院治験審査委員会

豊橋市羽根井本町134番地

http://www.meiyokai.or.jp/narita/

西尾市民病院 治験審査委員会

愛知県西尾市熊味町上泡原6番地

http://www.city.nishio.aichi.jp/hospital/intro/chiken.htm

足助病院 治験・臨床研究倫理審査委員会

愛知県豊田市岩神町仲田２０番地

当院内 事務局

中部ろうさい病院 治験審査委員会

愛知県名古屋市港区港明一丁目10番6号

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 治験審査委員会

愛知県名古屋市中川区尾頭橋三丁目6番10号

http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL2/

藤田保健衛生大学病院治験審査委員会

愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98

治験審査委員会の手順書等については、次の閲覧場所にて一般の閲覧に供
している。
閲覧場所：藤田保健衛生大学病院 治験管理室

独立行政法人労働者健康安
7020005008492
全機構

http://www.chubuh.johas.go.jp/clinicaltrial/database/standard/index.html

特定非営利活動法人 先端医療推進機構 治験審査委員会 愛知県名古屋市北区大蔵町40番地

○ホームページ（トップページ）
http://www.japsam.or.jp
○標準手順書掲載ページ
http://www.japsam.or.jp/japsam/rinsho03.html

特定非営利活動法人 先端医療推進機構 第２治験審査委員
愛知県名古屋市北区大蔵町４０番地
会

○ホームページ（トップページ）
http://www.japsam.or.jp
○標準手順書掲載ページ
http://www.japsam.or.jp/japsam/rinsho03.html

特定非営利活動法人国際医療連携機構 治験審査委員会

名古屋市昭和区福江二丁目9-33 名古屋ビジネスイ
ンキュベータ白金201号室 (株)メディカルネットワーク
内

http://medinw.com/irb/index.html

―

独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院 受託研究審査
名古屋市名東区梅森坂５丁目１０１番地
委員会

http://www.hosp.go.jp/~tomei/

独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 治験審
査委員会

愛知県名古屋市中区三の丸4丁1番1号

http://www.nnh.go.jp/crc/clinical_trial_services/

独立行政法人国立病院機構東尾張病院治験審査委員会

愛知県名古屋市守山区大森北２丁目１３０１

http://eowari.jp/

独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター治験審査委
員会

愛知県豊橋市飯村町字浜道上50

治験管理室
http://www.toyohashi-hosp.jp/

豊橋ハートセンター治験審査委員会

愛知県豊橋市大山町五分取２１－１

外来受付にて申し出により、一般の閲覧に供している。

豊橋市民病院治験審査委員会

愛知県豊橋市青竹町字八間西50番地

http://www.municipal-hospital.toyohashi.aichi.jp/

名古屋記念病院治験審査委員会

名古屋市天白区平針4丁目305番地

http://www.hospy.or.jp/

名古屋市立大学病院 医薬品・医療機器臨床試験審査委員
名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄字１
会

http://www.med.nagoya-cu.ac.jp/cr.dir/

名古屋市立病院臨床研究審査委員会

愛知県名古屋市千種区若水一丁目２番２３号

http://www.higashi.hosp.city.nagoya.jp/kamoku/tyuuou/clinicaltrial.html

名古屋大学医学部附属病院治験審査委員会

愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

http://www.nu-camcr.org/cms/

名古屋第一赤十字病院 治験審査委員会

名古屋市中村区道下町3丁目35番地

http://www.nagoya-1st.jrc.or.jp/gairai/chiken.html
http://www.nagoya-1st.jrc.or.jp/library/chiken-irai.html

名古屋第二赤十字病院治験審査委員会

愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9

http://www.nagoya2.jrc.or.jp/1/chiken/index.html

名古屋逓信病院治験審査委員会

愛知県名古屋市東区泉2丁目2番5号

薬剤部内

名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 治験審査委員会

愛知県名古屋市西区栄生二丁目26番－11号

http://www.meitetsu-hospital.jp/annai/chiken.html

名古屋掖済会病院 治験審査委員会

名古屋市中川区松年町4丁目66番地

治験事務局

社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院

三重県鈴鹿市国府町112番地1

三重大学医学部附属病院 医薬品等受託研究審査委員会

三重県津市江戸橋２丁目１７４番地

http://www.medic.mie-u.ac.jp/chiken/hyoushi2.htm

四日市羽津医療センター治験審査委員会

三重県四日市市羽津山町10番8号

閲覧場所：薬剤科内

社会医療法人 峰和会

6190005004419

―

治験事務局

市立四日市病院治験審査委員会

三重県四日市市芝田2丁目2番37号

社会医療法人居仁会総合心療センターひなが治験審査委員
三重県四日市市大字日永5039番地
会

松阪市民病院治験審査委員会

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/hospital/chiken/index.html

社会医療法人居仁会

4190005008586

三重県松阪市殿町1550

http://hinaga-hp.com/

治験管理科

治験事務局（薬剤部）にて閲覧に供しております

地方独立行政法人桑名市総合医療センター 桑名東医療セ
三重県桑名市寿町三丁目11番地
ンター 治験審査委員会

http://www.yamamoto.or.jp/ka/kokyu-m.html

地方独立行政法人桑名市総合医療センター桑名東医療セン
三重県桑名市寿町三丁目11番地
ター 治験審査委員会

http://www.yamamoto.or.jp/yamamoto/index.html

特定医療法人同心会 遠山病院治験審査委員会

三重県津市南新町17-22

事務部

独立行政法人国立病院機構榊原病院治験審査委員会

三重県津市榊原777

http://www.hosp.go.jp/~sakakihp/

独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター治験審
査委員会

三重県津市久居明神町2158番地5

http://www.miechuo-hosp.jp/b-rk-kanri.html

独立行政法人国立病院機構三重病院受託研究審査委員会 三重県津市大里窪田町357

http://www.hosp.go.jp/~mieh/info/record.html

独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院治験審査委員会

三重県鈴鹿市加佐登３－２－１

http://www.hosp.go.jp/~suzukaww/

平田循環器病院 治験審査委員会

三重県桑名市中央町1-32-1

治験事務局内（情報管理室）

鈴鹿中央総合病院 治験審査委員会

三重県鈴鹿市安塚町 山之花 1275-53

市立長浜病院治験審査委員会

滋賀県長浜市大戌亥町３１３番地

http://www.biwa.ne.jp/~nch/

滋賀医科大学医学部附属病院治験審査委員会

滋賀県大津市瀬田月輪町

http://www.shiga-med.ac.jp/~hqchiken/

滋賀県立小児保健医療センター 治験審査委員会

滋賀県守山市守山5丁目7-30

滋賀県立小児保健医療センター治験室

滋賀県立成人病センター治験審査委員会

滋賀県守山市守山５丁目４番３０号

http://www.pref.shiga.jp/e/seijin/center/tiken.html

社会医療法人誠光会 草津総合病院治験審査委員会

滋賀県草津市矢橋町 1660

http://www.kusatsu-gh.or.jp/newhp/byouin-top3.htm

社会保険滋賀病院治験審査委員会

滋賀県大津市富士見台１６－１

薬剤部治験事務局で閲覧が可能

三重県厚生農業協同組合連
2190005000248
合会

―

当院内

大津赤十字病院 治験審査委員会

滋賀県大津市長等一丁目1-35

薬剤部･用度課

独立行政法人国立病院機構紫香楽病院治験審査委員会

滋賀県甲賀市信楽町牧９９７（国立病院機構紫香楽病
院）

http://www.hosp.go.jp/~sigaraki/

NPO-CUN治験審査委員会

京都市下京区中堂寺栗田町93 京都リサーチパーク
スタジオ棟２階
NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会 事務局

まだ公表しておりませんが、登録が済み次第、ホームページに掲載するか検
討予定。予定のホームページアドレス
http://www.hainyo-net.org/index.html

医療法人 啓生会 やすだ医院 治験審査委員会

京都府京都市南区久世大薮町53

http://www.keiseikai.net/trials/trials02.php
IRB委員名簿、会議の概要は院内にて閲覧

医療法人 立岡神経内科 治験審査委員会

京都府京都市下京区中堂寺坊城町35-3

施設内

医療法人社団啓政会 梶山内科クリニック治験審査委員会

京都市右京区西院追分町25-1-136 イオンモール京
都五条3階メディカルプラザ京都

医療法人社団啓政会 梶山内科クリニック

京都桂病院治験審査委員会

京都府京都市西京区山田平尾町17番地

http://www.katsura.com

京都大学医学部附属病院 医薬品等臨床研究審査委員会

京都市左京区聖護院川原町５４

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~tiken/index.html

京都第一赤十字病院治験審査委員会

京都府京都市東山区本町１５丁目７４９番地

http://www.kyoto1-jrc.org/
（トップページ）
http://www.kyoto1-jrc.org/kanja/chiken/chiken.html
（患者様向け治験ページ）
http://www.kyoto1-jrc.org/iryo/clinical_trial/index.html
（医療関係者様向け治験ページ）
京都第一赤十字病院治験管理室でも閲覧可能。

京都第二赤十字病院 治験審査委員会

京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5

http://www.kyoto2.jrc.or.jp/

京都府立医科大学附属病院治験審査委員会

京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地

ホームページアドレス

近畿大学医学部附属病院治験審査委員会

大阪狭山市大野東３７７－２

国立病院機構南京都病院受託研究審査委員会

京都府城陽市中芦原１１

http://www.hosp.go.jp/~skyoto/

社会医療法人西陣健康会 堀川病院治験審査委員会

京都府京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町８６
５番地

http://www.horikawa-hp.or.jp

社会福祉法人 京都福祉事業財団 西陣病院

京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町1035番地

社会福祉法人 京都福祉事業財団 西陣病院 総務課事務室

社会福祉法人宇治病院治験審査委員会

京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東５４番地の２

http://www.uji-hosp.or.jp/

学校法人 近畿大学

2122005000036

http://www.h.kpu-m.ac.jp/

http://www.med.kindai.ac.jp/rinsyo/

―

社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院 治験審査委員
京都府京都市中京区西ノ京春日町16-1
会

http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/

地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 治験
審査委員会

http://www.kch-org.jp/

京都府京都市中京区壬生東高田町1番地の2

特定非営利活動法人日本健康支援機構AN治験審査委員会 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町389番地

http://annpo.jp/

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 受託研究
審査委員会

http://www.hosp.go.jp/~kyotolan/

京都府京都市伏見区深草向畑町1-1

独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター 受託研究
京都府舞鶴市字行永2410番地(舞鶴医療センター)
審査委員会

http://www.hosp.go.jp/~maizuru/

独立行政法人国立病院機構宇多野病院 受託研究審査委
員会

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町８

独立行政法人地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療セ
ンター

京都府京都市北区小山下総町27

武田病院グループ 治験審査委員会

京都府京都市伏見区石田森南町28番地の1

洛和会音羽病院 治験審査委員会

京都府京都市山科区音羽珍事町2

http://www.rakuwa.or.jp/chiken/irb.html

ＮＴＴ西日本大阪病院治験審査委員会

大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻2丁目6番40号

閲覧場所：薬剤科ＤＩ室

医療法人創夢会むさしドリーム眼科治験審査委員会

大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-52-203

医療法人創夢会むさしドリーム眼科治験審査委員会事務局内

大阪国際がんセンター 治験審査委員会

大阪市中央区大江前3丁目1番69号

http://www.mc.pref.osaka.jp/center/clinical/trial/irb.php

大阪赤十字病院 治験事務局

大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30

大阪赤十字病院 治験事務局内

オノクリニック治験審査委員会

大阪府松原市西野々2-2-10メディコビル

医療法人大塚山会オノクリニック10Ｆ治験事務局

独立行政法人 国立病院機
構

1013205001281

http://utanohosp.jp/html/medical/reserch.html

―

治験事務局

公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 治験審査委員
大阪市西区江之子島2丁目1番54号
会

公益財団法人日本生命済生
5120005015159
会

http://www.nissay-hp.or.jp/

―

堺市立総合医療センター治験審査委員会

大阪府堺市西区家原寺町1丁1番1号

地方独立行政法人堺市立病
7120105007723
院機構

http://www.sakai-city-hospital.jp/medical/support.html

―

社会医療法人愛仁会 高槻病院 治験審査委員会

大阪府高槻市古曽部町１丁目３番地１３号

社会医療法人愛仁会

―

臨床研究センター

市立貝塚病院臨床研究審査委員会

大阪府貝塚市堀3丁目10番20号

6120005004805

http://www.hosp.kaizuka.osaka.jp/

田中内科治験審査委員会

大阪市北区堂島浜2-1-3 堂島クレイドルビル2F

治験審査委員会事務局

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医
大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56
療センター 治験・臨床研究審査委員会

―

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療
センター 治験審査委員会

大阪府羽曳野市はびきの３丁目７番１号

地方独立行政法人大阪府立
6120005010076
病院機構

独立行政法人地域医療推進機構 星ヶ丘医療センター 臨
床研究審査委員会

大阪府枚方市星丘４丁目8番１号

http://hoshigaoka.jcho.go.jp/臨床研究・治験管理室/

はぐはぐキッズクリニック治験審査委員会

大阪府豊中市少路2-9-20オピタル2F

施設内

パナソニック健康保険組合 松下記念病院 治験審査委員
会

大阪府守口市外島町５－５５

耳原総合病院 治験審査委員会

〒590-8505 大阪府堺市堺区協和町4丁465

http://www.mimihara.or.jp/sogo/

安原こどもクリニック治験審査委員会

大阪府寝屋川市香里新町26-3香里メディカルビル2F

治験審査委員会事務局

医療法人 杏和会 阪南病院 治験審査委員会

大阪府堺市中区八田南之町277

治験事務局

医療法人 医誠会 医誠会病院治験審査委員会

大阪府大阪市東淀川区菅原6-2-25

手順書のみ：http://www.iseikaihp.or.jp
委員名簿、会議の記録概要：治験審査委員会事務局（閲覧希望は事前連絡
のこと）

医療法人 協仁会 小松病院 治験審査委員会

大阪府寝屋川市川勝町11-6

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレス http://www.komatsu.or.jp/）

医療法人 錦秀会 阪和記念病院 治験審査委員会

大阪市住吉区南住吉3-3-7

http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/hanwakinen/about/chiken.html

医療法人 錦秀会 阪和記念病院治験審査員会

大阪府大阪市住吉区苅田7-11-11

治験事務局閲覧

医療法人 恒昭会 アイノクリニック 治験審査委員会

大阪市北区梅田1丁目1-3-1800 大阪駅前第3ビル18
階

治験事務局

医療法人 寿楽会 大野記念病院 治験審査委員会

大阪府大阪市西区南堀江１丁目26‐10

医療法人 寿楽会 大野記念病院 システム管理課

医療法人 新明会 神原病院 治験審査委員会

大阪府大阪市都島区高倉町1丁目10番5号

http://www6.ocn.ne.jp/~kanbara/

医療法人 蒼生会 蒼生病院 治験審査委員会

大阪府門真市北島288番地

http://www.sousei-hp.jp/index.php

医療法人 蒼龍会 井上病院 治験審査委員会

大阪府吹田市江の木町16-17

http://soryu.jp/

パナソニック健康保険組合

―

6700150026413

http://www.gh.opho.jp/hospital/division/12.html

―

http://www.ra.opho.jp/personnel/1058/1992/

―

http://phio.panasonic.co.jp/kinen/section/bumon/chiken/index.htm

―

医療法人 白雲会 リョーヤコマツクリニック 治験審査委員会

大阪府泉佐野市りんくう往来北1番りんくうゲートタワー
ビル17階

院内にて閲覧

医療法人 平心会 大阪治験病院 治験審査委員会

大阪府大阪市淀川区宮原４丁目１－２９

http://www.heishinkai.com/irb/index.html

医療法人 豊済会 小曽根病院治験審査委員会

大阪府豊中市豊南町東2丁目6番4号

治験事務局

医療法人ケイズ会 茶屋町レディースクリニック治験審査委
員会

大阪府大阪市北区茶屋町2番19号

http://www.chayamachi.net/

医療法人ダイワ会 大和病院 治験審査委員会

大阪府吹田市垂水町３－２２－１

http://www.daiwakai.or.jp/daiwa/

医療法人英仁会 大阪ブレストクリニック 治験審査委員会

大阪市福島区福島1-3-4

大阪市福島区福島1-3-4 大阪ブレストクリニック 薬剤部

医療法人紀陽会 田仲北野田病院 治験審査委員会

大阪府堺市東区北野田707番地

施設内

医療法人共創会 AMC西梅田クリニック

大阪府大阪市北区梅田3丁目3番45号マルイト西梅田
ビル3階

治験審査委員会事務局

医療法人錦秀会 阪和住吉総合病院

大阪府大阪市住吉区南住吉3-2-9

医療法人錦秀会 阪和住吉総合病院 治験事務局内

医療法人錦秀会 阪和第二泉北病院 治験審査委員会

大阪府堺市中区深井北町3176番地

治験事務局閲覧

医療法人讃和会 友愛会病院 治験審査委員会

大阪府大阪市住之江区浜口西３丁目５番１０号

http://www.sanwakai.jp/

医療法人仁泉会 阪奈病院 治験審査委員会

大阪府大東市寺川１－１－３１

治験審査委員会事務局（株式会社医療システム研究所 治験管理部）

医療法人清恵会 清恵会病院 治験審査委員会

大阪府堺市堺区向陵中町４丁２番１０号

一般の閲覧に供している場所：医療法人清恵会
事務管理センター

医療法人生長会 ベルランド総合病院 治験委員会

大阪府堺市中区東山500－3

http://www.seichokai.or.jp/bell
手順書等は治験事務局のページに掲載しています

医療法人生登会 寺元記念病院 治験審査委員会

大阪府河内長野市古野町4番11号

寺元記念病院 治験審査委員会事務局において閲覧

医療法人仙養会 北摂総合病院

大阪府高槻市北柳川町6-24

医療法人仙養会 北摂総合病院 相談室

医療法人友紘会 彩都友紘会病院 治験審査委員会

大阪府茨木市彩都あさぎ７－２－１８

http://www.saito-yukoukai-hp.jp/

関西医科大学附属滝井病院治験審査委員会

大阪府守口市文園町10番15号

http://www2.kmu.ac.jp/tiken/index.html

関西医科大学附属病院治験審査委員会

大阪府枚方市新町2丁目3番1号

学校法人関西医科大学

4120005013980

http://www2.kmu.ac.jp/tikenh/

関西電力病院治験審査委員会

大阪市福島区福島2丁目1-7

http://www.kepco.co.jp/hospital/

公益財団法人 浅香山病院 治験審査委員会

大阪府堺市堺区今池町3丁3番16号

http://www.asakayama.or.jp/

公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 治験審
査委員会

大阪府大阪市北区扇町2丁目4番20号

IRB手順書、IRB委員名簿はホームページにて公表；
http://www.kitano-hp.or.jp/section/yakuzai/chiken_index.html
会議の概要は院内（治験相談室）にて閲覧

高槻赤十字病院治験審査委員会

大阪府高槻市阿武野１丁目１番１号

http://www.takatsuki.jrc.or.jp/tiken/index.html

国家公務員共済組合連合会 大手前病院 治験審査委員会 大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番34号

閲覧場所：治験事務局

（薬剤部）

国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 治験審査委員
大阪府枚方市藤阪東町1丁目2番1号
会

資料は、総務課で閲覧できます。

国立循環器病センタ－治験審査委員会

大阪府吹田市藤白台５－７－１

http://www.ncvc.go.jp/index.html

済生会吹田病院 治験審査委員会

大阪府吹田市川園町1番2号

なし（閲覧のため）

財団法人 大阪府警察協会 北大阪警察病院 治験審査委員
大阪府茨木市室山1丁目2番2号
会

治験事務局

財団法人船員保険会 大阪船員保険病院
会

大阪市港区築港１丁目８番３０号

大阪船員保険病院 治験審査委員会事務局

市立岸和田市民病院 治験審査委員会

大阪府岸和田市額原町1001番地

治験事務局

市立吹田市民病院治験審査委員会

大阪府吹田市片山町2丁目13番20号

http://www.mhp.suita.osaka.jp/

市立池田病院治験審査委員会

大阪府池田市城南3丁目1-18

http://www.wombat.zaq.ne.jp/imh/

市立豊中病院治験審査委員会

大阪府豊中市柴原町4丁目14番1号

http://www.chp.toyonaka.osaka.jp/tiken/index.htm

社会医療法人 愛仁会 千船病院 治験審査委員会

大阪府大阪市西淀川区２丁目２番地４５号

治験室

社会医療法人北斗会 さわ病院 治験審査委員会

大阪府豊中市城山町1丁目9番1号

社会医療法人北斗会 さわ病院 薬剤部

治験審査委員

―

社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会泉尾病院 治験審査
大阪府大阪市大正区北村3丁目4番5号
委員会

http://www.izuo-saiseikai.gr.jp/index.html

社団法人 大阪掖済会病院 治験審査委員会

大阪市西区本田2丁目1番10号

治験事務局

大阪医科大学附属病院治験審査委員会

大阪府高槻市大学町2番7号

大阪回生病院治験審査委員会

大阪市淀川区宮原1－6－10

http://www.kaisei-hp.co.jp/chiken/clinical.html

大阪暁明館病院治験審査委員会

大阪市此花区春日出中1丁目22番12号

http://www.gyoumeikan.or.jp/chiken/chiken.htm

大阪警察病院治験審査委員会

大阪市天王寺区北山町１０－３１

治験事務局

大阪厚生年金病院治験審査委員会

大阪府大阪市福島区福島4-2-78

http://www.okn.gr.jp/patient/chiken.html

大阪市立十三市民病院受託研究審査委員会

大阪市淀川区野中北２丁目１２番２７号

http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu270/juso/index.html

大阪市立総合医療センター受託研究審査委員会

大阪市都島区都島本通２丁目１３番２２号

http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu270/ocgh/

大阪市立大学医学部附属病院 治験審査委員会

大阪市阿倍野区旭町１－５－７

―

―

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/self/hyokac/

―

大阪大学医学部附属病院治験審査委員会

大阪府吹田市山田丘2番15号

国立大学法人 大阪大学

4120905002554

http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/hp-crc/

―

大阪大学歯学部附属病院治験審査委員会

大阪府吹田市山田丘1番8号

http://www.dent.osaka-u.ac.jp/student/clinicaltrial.html

大阪鉄道病院治験審査委員会

大阪市阿倍野区松崎町一丁目２番２２号

http://www.jrosakahosp.jp

大阪泌尿器創薬研究会 治験審査委員会

大阪府大阪市北区鶴野町4-11-906

http://www.osaka-uro-souyaku-kenkyukai.jp/

大阪府医師会治験審査委員会

大阪市天王寺区上本町2-1-22

http://www.chiken.osaka.med.or.jp/chiken_irb.html

大阪府済生会中津病院 治験審査委員会

大阪府大阪市北区芝田2丁目10番39号

院内（治験センター）にて閲覧

学校法人大阪医科薬科大学 5120905001893

地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪府立精神医療
大阪府枚方市宮之阪3丁目16番21号
センター 治験審査委員会
地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療セン
大阪府和泉市室堂町840
ター 治験審査委員会

http://www.osaka-med.ac.jp/deps/crc/index.html

―

http://www.opho.jp/seishin/

地方独立行政法人大阪府立
6120005010076
病院機構

http://www.mch.pref.osaka.jp/hospital/department/category/chiken/framep
治験推進室
age51.html

地方独立行政法人りんくう総合医療センター治験審査委員
会

大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23

りんくう総合医療センター 市立泉佐野病院 治験事務局および当院ホーム
ページアドレス：http://www.rgmc.izumisano.osaka.jp/

中岡クリニック治験審査委員会

大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目8-24 カサグラン
デ甚田1F

中岡クリニック 待合室

東大阪市立総合病院 臨床研究審査委員会

大阪府東大阪市西岩田3丁目4番5号

http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/180/180010/hp/index.html

特定医療法人 大阪精神医学研究所 新阿武山病院 治験
大阪府高槻市奈佐原4丁目10番1号
審査委員会

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレスhttp://www.shin-abuyama.or.jp/）

特定非営利活動法人 臨床研究推進ネットワークジャパン
治験審査委員会

大阪市中央区南船場二丁目10番27号

特定非営利活動法人 臨床研究推進ネットワークジャパン 事務局

独立行政法人国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター
治験・受託研究審査委員会

大阪府堺市北区長曽根町1180番地

http://www.hosp.go.jp/~kch/

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 受託研究
大阪府河内長野市木戸東２番１号
(治験等)審査委員会

http://www.ommedc.jp/

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター受託研究審
査委員会

大阪市中央区法円坂2-1-14

http://www.onh.go.jp/clinicalresearch/index.shtml

独立行政法人国立病院機構刀根山病院治験・受託研究審
査委員会

大阪府豊中市刀根山5-1-1

http://www.toneyama-hosp.jp/bumon/bumon-rinsyo3.html

能勢クリニック治験審査委員会

大阪府大阪市北区西天満1-5-10

能勢クリニック

八尾市立病院臨床研究審査委員会

八尾市龍華町一丁目3番1号

八尾市

8000020272124

http://www.hospital.yao.osaka.jp/department-section/section/clinicalresearch-center/

―

箕面市立病院治験審査委員会

大阪府箕面市萱野5-7-1

大阪府箕面市

1000020272205

https://minoh-hp.jp/dep/crc.html

―

和泉市立病院治験審査委員会

大阪府和泉市府中町四丁目10番10号

http://www.hosp-izumi-osaka.jp/index.html

医療法人社団さくら会 高橋病院治験審査委員会

兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目18番1号

院内にて閲覧

独立行政法人 労働者健康安全機構 神戸労災病院 治験
兵庫県神戸市中央区籠池通４丁目１－２３
審査委員会

独立行政法人労働者健康安
7020005008492
全機構

http://www.kobeh.johas.go.jp/

三木メンタルクリニック治験審査委員会

兵庫県西宮市池田町9-6 西宮駅NKビル304

治験審査委員会事務局

医療法人 一誠会 大原病院 治験審査委員会

兵庫県尼崎市宮内町１－９

１Ｆ 医療相談室

医療法人 光寿会 城陽江尻病院 治験審査委員会

兵庫県姫路市北条1丁目279

事務所閲覧

―

医療法人 公仁会 姫路中央病院 治験審査委員会

兵庫県姫路市飾磨区三宅二丁目36番地

http://www.hc-hosp.or.jp/

医療法人 中央会 尼崎中央病院 治験審査委員会

兵庫県尼崎市潮江1丁目12番1号

治験事務局

医療法人 楠和会 公文病院治験審査委員会

兵庫県神戸市長田区梅ヶ香町1-12-7

事務所閲覧

医療法人 日本海員掖済会 神戸掖済会病院 治験審査委
兵庫県神戸市垂水区学が丘1－21－1
員会

治験事務局

医療法人 明和病院 治験審査委員会

兵庫県西宮市上鳴尾町4-31

http://www.meiwa-hospital.com/chiken.html (治験のページ)

医療法人財団 神戸海星病院 治験審査委員会

兵庫県神戸市灘区篠原北町３－１１－１５

治験審査委員会事務局（株式会社医療システム研究所 治験管理部）

医療法人社団 英明会 大西脳神経外科病院 治験審査委
員会

兵庫県明石市大久保町江井島1661－1

施設内

医療法人社団 健裕会 中谷病院治験審査委員会

兵庫県姫路市飾磨区細江４５８－１

医療法人社団 健裕会 中谷病院治験事務局

医療法人社団 甲友会 西宮協立脳神経外科病院 治験審
査委員会

西宮市今津山中町12の１

http://www.nk-hospital.or.jp/noge/patient/chiken.

医療法人社団 神戸低侵襲がん医療センター 治験審査委
神戸市中央区港島中町8丁目5番１
員会

Http://k-mcc.net

http://www.ikeda-hp.jp （現在治験紹介作成中）
一般の閲覧は治験事務局で対応

医療法人社団 正名会 池田病院 治験審査委員会

兵庫県尼崎市塚口町1丁目18-5

医療法人社団 藤井内科クリニック 治験審査委員会

兵庫県神戸市垂水区つつじが丘４丁目８番１号

なし

医療法人社団 藤井内科クリニック治験審査委員会

兵庫県神戸市垂水区つつじが丘4丁目8-1

クリニック内 治験事務局にてファイルで閲覧

医療法人社団 奉志会 大西整形外科クリニック治験審査委
兵庫県加古郡稲美町国岡2丁目9番地１
員会

院内にて閲覧

医療法人社団たかはしクリニック治験審査委員会

兵庫県神戸市灘区岩屋北町５丁目１－３１メディカル
ハット１階

http://www.takahashi-ped.com/

医療法人社団まほし会 真星病院 治験審査委員会

神戸市北区山田町上谷上字古古谷１２－３

治験事務局閲覧

医療法人社団顕鐘会 神戸百年記念病院治験審査委員会

兵庫県神戸市御崎町1-9-1

http://www.kobe-century-mh.or.jp/

医療法人社団慈恵会 新須磨病院 治験審査委員会

兵庫県神戸市須磨区磯馴町４丁目１番６号

新須磨病院 創薬センター

医療法人社団中山内科リウマチアレルギー科治験審査委員
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-4
会

事務所閲覧

医療法人社団藤美会 ごとう内科治験審査委員会

兵庫県三田市福島148-1

医療法人社団藤美会 ごとう内科

医療法人松藤会 入江病院 治験審査委員会

兵庫県姫路市飾磨区英賀春日町2丁目25

http://www.irie.or.jp/（病院）
http://www.irie.or.jp/souyaku.html（創薬センター）

医療法人晋真会ベリタス病院治験審査委員会

兵庫県川西市新田1-2-23

閲覧場所：
医療法人晋真会 ベリタス病院 内

医療法人榮昌会 吉田病院治験審査委員会

兵庫県神戸市兵庫区大開通９丁目２番６号

事務所閲覧

関西労災病院臨床治験倫理審査委員会

兵庫県尼崎市稲葉荘３丁目１－６９

県立光風病院治験審査委員会

神戸市北区山田町上谷上字登り尾３

県立光風病院 総務部 総務課

公立八鹿病院 治験審査委員会

兵庫県養父市八鹿町八鹿1878-1

公立八鹿病院 治験室

公立豊岡病院 治験審査委員会

兵庫県豊岡市戸牧1094番地

治験事務局（薬剤部内）

国家公務員共済組合連合会 六甲病院

兵庫県神戸市灘区土山町5-1

相談室

寺田内科・呼吸器科治験審査委員会

兵庫県姫路市城東町五軒屋3-6

院内にて閲覧

社会医療法人 製鉄記念広畑病院 治験審査委員会

兵庫県姫路市広畑区夢前町三丁目1番地

院内にて閲覧

松原メイフラワー病院治験審査委員会

兵庫県加東市藤田944-25

・一般閲覧：病院外来にて公開(ファイルによる自由閲覧）
・ホームページの公開：準備中にて6月より開催予定
http:www.mayflower-hp.jp

神戸市立医療センター中央市民病院治験審査委員会

神戸市中央区港島南町２丁目1-1

http://chuo.kcho.jp/original/chiken/

神戸赤十字病院治験審査委員会

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目３－１

http://www.kobe.jrc.or.jp

独立行政法人 労働者健康
安全機構

7020005008492

https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/section_list/kakuka26.html

神戸大学医学部附属病院医薬品及び医療機器の臨床研究
兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2
審査委員会

http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/chiken/00chiken_top.html

西宮市立中央病院治験審査委員会

http://www.nishi.or.jp/~byouin/

西宮市林田町8番24号

―

先端医療センター治験審査委員会

神戸市中央区港島南町二丁目2番

http://www.ibri-kobe.org/hospital/clinical-trial/procedure/

独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター受託研究審
兵庫県神戸市須磨区西落合３－１－１
査委員会

http://www.kobemc.go.jp

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター受託研究(治 兵庫県姫路市本町68（国立病院機構 姫路医療セン
験等)審査委員会
ター）

http://www.hosp.go.jp/~hmj/

独立行政法人国立病院機構兵庫青野原病院治験審査委員
兵庫県小野市南青野
会

http://www.hosp.go.jp/~aono/welcome.html

独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院受託研究審査委
兵庫県三田市大原１３１４
員会

http://hyogo-chuo-hosp.jp/reseach/index.html

姫路赤十字病院治験審査委員会

兵庫県姫路市下手野１丁目１２番１号

院内にて閲覧

兵庫医科大学病院 臨床研究審査委員会

兵庫県西宮市武庫川町１―１

http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/clinic/clinical_trial_center/clients.html

兵庫県立がんセンター治験審査委員会

兵庫県明石市北王子町13番70号

http://www.hyogo-cc.jp/index.html

兵庫県立総合リハビリテーションセンター リハビリテーション
兵庫県神戸市西区曙町1070
中央病院 治験審査委員会

http://www.hwc.or.jp/hospital/

宝塚市立病院 治験審査委員会

兵庫県宝塚市小浜４丁目５番１号

宝塚市立病院 院内
閲覧に関する問合せ窓口：宝塚市立病院 治験事務局
電話番号：０７９７－８７－１４７３

明石市立市民病院 治験審査委員会

兵庫県明石市鷹匠町1番33号

２Ｆ 資料閲覧室

臨床治験委員会

神戸市中央区港島中町２丁目１－１２

http://kamjasamaee.com/

臨床治験倫理審査委員会

兵庫県尼崎市稲葉荘３丁目１番６９号

http://www.kanrou.net/

地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療セ
ンター

奈良県奈良市七条西町2丁目897番5

近畿大学医学部奈良病院 治験審査委員会

奈良県生駒市乙田町1248-1

2009/04/01以降に病院ホームページhttp://www.kindainara.com/に掲載する
予定。

財団法人天理よろづ相談所病院治験審査委員会

奈良県天理市三島町２００番地

www.tenriyorozu-hp.or.jp/
（病院のホームページアドレス）

地方独立行政法人奈良県立
9150005008437
病院機構

―

社団法人地域医療振興協会 市立奈良病院 治験審査委員
奈良県奈良市東紀寺町一丁目50番1号
会

http://www.nara-jadecom.jp/html/

特定医療法人岡谷会おかたに病院 治験審査委員会

http://www.okatani.or.jp/chiken/index.html

奈良県奈良市南京終町1-25-1

治験事務局（薬剤部）

独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター 受
託研究（治験）審査委員会

奈良県大和郡山市小泉町2815

http://www.hosp.go.jp/~yamato/index.html

独立行政法人国立病院機構 奈良医療センター 臨床研究
奈良県奈良市七条2丁目789番地
審査委員会

http://www.nho-nara.jp/html/reserch.html

奈良県立医科大学附属病院臨床研究審査委員会

奈良県橿原市四条町８４０番地

http://www.naramed-u.ac.jp/~chiken/tikentop.htm

公立那賀病院治験審査委員会

和歌山県紀の川市打田1282

http://www.nagahp.jp/

社会福祉法人恩賜財団 済生会和歌山病院 治験審査委員
和歌山県和歌山市十二番丁45番地
会

http://www.saiseikai-wakayama.jp/index.html

独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター受託研
和歌山県田辺市たきない町27番1号
究（治験）審査委員会

http://hosp.go.jp/~swymhp2

独立行政法人国立病院機構和歌山病院治験審査委員会

和歌山県日高郡美浜町大字和田１１３８（国立病院機
構 和歌山病院）

http://www.wakayama-hosp.jp

日本赤十字社和歌山医療センター 治験審査委員会

和歌山県和歌山市小松原通四丁目２０番地

薬剤部 薬品管理課

和歌山県立医科大学治験審査委員会

和歌山県和歌山市紀三井寺811-1

http://www.wakayama-med.ac.jp/hospital/shinryo/chikenkanri/index.html

鳥取赤十字病院 治験審査委員会

鳥取県鳥取市尚徳町117番地

http://www.tottori-med.jrc.or.jp/
HPについては、近日中にアップの予定。
それまでは、薬剤部にて閲覧。

社会医療法人 仁厚会 医療福祉センター 倉吉病院 治験
鳥取県倉吉市山根43番地
審査委員会

https://www.med-wel.jp/

社会医療法人 明和会医療福祉センター
渡辺病院 治験審査委員会

鳥取県鳥取市東町3丁目307番地

院内に設置

鳥取市立病院治験審査委員会

鳥取県鳥取市的場1丁目1番地

鳥取大学医学部附属病院治験審査委員会

鳥取県米子市西町36番地１

http://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/

独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター受託研究審
査委員会

鳥取県鳥取市三津８７６番地

http://tottori-iryo.jp/

独立行政法人国立病院機構米子医療センター治験審査委
員会

鳥取県米子市車尾４－１７－１

http://www.nho-yonago.jp/

http://hospital.tottori.tottori.jp/

独立行政法人労働者健康福祉機構 山陰労災病院治験審査
鳥取県米子市皆生新田１－８－１
委員会

松江赤十字病院 治験審査委員会

島根県松江市母衣町200番地

http://www.saninh.rofuku.go.jp/rinken/rininfo.html

―

―

http://www.matsue.jrc.or.jp/

―

島根県立中央病院臨床研究・治験審査委員会

島根県出雲市姫原四丁目１－１

島根県

1000020320005

http://www.spch.izumo.shimane.jp/

―

島根大学医学部附属病院臨床研究審査部会

島根県出雲市塩冶町８９－１

国立大学法人島根大学

4280005002142

http://www.shimane-u-tiken.jp/shoshiki/

―

独立行政法人 地域医療機能推進機構 玉造病院 治験審
島根県松江市玉湯町湯町1-2
査委員会

http://tamatsukuri.jcho.go.jp/

独立行政法人国立病院機構松江医療センター 治験審査委
島根県松江市上乃木５丁目８番31号
員会

http://www.matsue-medicalcenter.jp/

独立行政法人国立病院機構浜田医療センター治験審査委
員会

島根県浜田市浅井町777‐12

http://hamada-nh.jp/

岡山旭東病院 治験審査委員会

岡山県岡山市中区倉田567-1

岡山旭東病院 治験管理室内

財団法人 淳風会 倉敷第一病院 治験審査委員会

岡山県倉敷市老松町五丁目３番１０号

治験事務局（治験室内）

医療法人 和香会 倉敷廣済病院 治験審査委員会

岡山県倉敷市東塚5丁目4番16号

医療法人社団 光生病院 治験審査委員会

岡山県岡山市厚生町3丁目8番35号

病院内 事務室

医療法人社団 清和会 笠岡第一病院

岡山県笠岡市横島1945

http://www.kasaoka-d-hp.or.jp/

医療法人社団操仁会 岡山第一病院 治験審査委員会

岡山県岡山市中区高屋343

http://www.okayama-daiichi.jp/chiken/index.html

医療法人誠和会 倉敷紀念病院 治験審査委員会

岡山県倉敷市中島831

http://www.seiwakai-net.or.jp/torikumi/chiken/chiken.html

医療法人全仁会 倉敷平成病院

岡山県倉敷市老松町4丁目3-38

http://www.heisei.or.jp/chiken.htm

医療法人創和会 重井医学研究所附属病院 治験審査委員
岡山市南区山田2117
会

閲覧場所：医療法人創和会 重井医学研究所附属病院 治験事務室

岡山済生会総合病院治験審査委員会

岡山県岡山市北区国体町2番25号

http://www.okayamasaiseikai.or.jp/examination/office/

岡山市立市民病院治験審査委員会

岡山県岡山市北区天瀬6番10号

http://www.city.okayama.jp/byoin/simin2001/chiken/chiken_top.html

岡山赤十字病院治験審査委員会

岡山県岡山市北区青江２丁目１番1号

http://www.okayama－med.jrc.or.jp/category/medicine/index.html

岡山大学病院治験審査委員会

岡山市北区鹿田町二丁目５番１号

http://www.okayama-u.ac.jp/user/hos/ccr/irb.html

笠岡市立市民病院治験審査委員会

川崎医科大学附属病院治験審査委員会

岡山県笠岡市笠岡5628―１
笠岡市立市民病院 事務局

岡山県笠岡市笠岡5628―１

岡山県倉敷市松島577番地

学校法人川崎学園

2260005003573

―

川崎医学振興財団 川崎病院治験審査委員会

岡山県岡山市中山下2-1-80

ホームページに掲載予定。現在は、治験センターにて閲覧可能

倉敷成人病センター治験審査委員会

岡山県倉敷市白楽町２５０

http://www.fkmc.or.jp/

倉敷中央病院治験審査委員会

岡山県倉敷市美和一丁目１番１号

特定医療法人 水和会 総合病院 水島中央病院
治験審査委員会

岡山県倉敷市水島青葉町4番５号

治験審査委員会の手順書等については院内にファイルを設置

独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 受託研究
審査委員会

岡山県岡山市北区田益1711-1

http://okayamamc.jp/index.php

公益財団法人大原記念倉敷
7260005003230
中央医療機構

http://www.kchnet.or.jp/crc/index.html

独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター 受託研
岡山県都窪郡早島町早島４０６６
究審査委員会

http://www.sokayama.jp/approach/chiken/committee.html

独立行政法人労働者健康福祉機構 岡山労災病院 治験審
岡山県岡山市南区築港緑町１丁目10番25号
査委員会

http://www.okayamah.rofuku.jp/index.html

社会医療法人即仁会 広葉クリニック 治験審査委員会

北広島市広葉町3丁目9番地

社会医療法人 即仁会

4430005004759

―

中国電力株式会社 中電病院 治験審査委員会

広島県広島市中区大手町3丁目4-27

薬剤科

醫療法人 齊和會 廣島クリニック 治験審査委員会

広島県広島市西区東観音20番16号

http://www2.gol.com/users/hclinic/sub13.html

醫療法人 齊和會 廣島クリニック 第二治験審査委員会

広島県広島市西区東観音20番16号

http://www2.gol.com/users/hclinic/sub13.html

広島市立舟入病院 治験審査委員会

広島県広島市中区舟入幸町14番11号

http://funairi-hospital.jp/chiken/index.html
改訂版、委員名簿等については、近日中に掲載予定。

広島逓信病院 治験審査委員会

広島県広島市中区東白島町19番16号

http://www12.ocn.ne.jp/~h-teisin/chiken.html
手順書等については、近日中に掲載予定。
それまでは、治験事務室にて閲覧。

マツダ株式会社マツダ病院治験審査委員会

広島県安芸郡府中町青崎南2番15号

http://hospital.mazda.co.jp/5/5180.html

医療法人翠清会 翠清会梶川病院 治験審査委員会

広島県広島市中区昭和町８番２０号

http://www.suiseikai.jp/index.htm

医療法人緑風会 ほうゆう病院 治験審査委員会

広島県呉市阿賀北一丁目14番15号

http://www.hoyu-hp.com

治験事務局で閲覧可能

―

治験事務局

県立広島病院治験審査委員会

広島県広島市南区宇品神田一丁目５番54号

http://www.hph.pref.hiroshima.jp/index.htm

公立学校共済組合中国中央病院 治験審査委員会

広島県福山市御幸町大字上岩成148番13

http://www.kouritu-cch.jp/index.html

厚生連廣島総合病院治験審査委員会

広島県廿日市市地御前一丁目3番3号

http://www.hirobyo.jp/index.html

広島市立安佐市民病院治験審査委員会

広島市安佐北区可部南二丁目1番1号

http://www.asa-hosp.city.hiroshima.jp

広島市立広島市民病院治験審査委員会

広島県広島市中区基町７－３３

http://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp

広島赤十字・原爆病院治験審査委員会

広島県広島市中区千田町１丁目９番６号

http://www.hiroshima-med.jrc.or.jp/

広島大学病院受託臨床研究審査委員会

広島県広島市南区霞一丁目２番３号

http://home.hiroshima-u.ac.jp/hugcp/

国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 治験審査委員会 広島県呉市西中央二丁目3番28号

http://www.kure-kyosai.jp

社会医療法人 祥和会 脳神経センター大田記念病院 治
験審査委員会

広島県福山市沖野上町3丁目６－２８ 脳神経センター
大田記念病院内

HPでの公開はhttp://www.shouwa.or.jp/
会議の議事概要は脳神経センター大田記念病院 治験センター内

早川クリニック 治験審査委員会

広島県呉市広大広二丁目7番4号

当院内

総合病院庄原赤十字病院治験審査委員会

広島県庄原市西本町2丁目7番10号

東広島記念病院治験審査委員会

広島県東広島市西条町吉行２２１４

特定医療法人 財団法人竹政会 福山循環器病院 治験審
広島県福山市緑町2-39 福山循環器病院内
査委員会

東広島記念病院 治験管理部

治験事務局

http://www.tsuchiya-hp.jp/hpt/tty/tiken.htm

特定医療法人あかね会 土谷総合病院 治験審査委員会

広島県広島市中区中島町３－３０

特定医療法人里仁会興生総合病院 治験審査委員会

広島県三原市皆実三丁目3番28号

閲覧場所：１F 受付

独立行政法人 労働者健康福祉機構 中国労災病院 治験
事務局

広島県呉市広多賀谷1-5-1

http://www.chugokuh.rofuku.go.jp/support/chiken/client.html
中国労災病院ＨＰ→診療科・診療支援部門タブ→その他の部門 治験審査委
員会→「依頼者の皆様へ」 へ入ってください。
ＳＯＰ（ＰＤＦ化してあります）ならびに調査書式（ＺＩＰ凍結しています）をダウン
ロードしてください。

独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター受託研
究審査委員会

広島県東広島市黒瀬町南方92番地

http://www.hosp.go.jp/~kamo/

独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセン
ター受託研究審査委員会 （National Hospital Organization
広島県呉市青山町３－１
Kure Medical Center & Chugoku Cancer Center Institutional
Review Board）

http://www.kure-nh.go.jp/

独立行政法人国立病院機構広島西医療センター治験審査
委員会

広島県大竹市玖波4-1-1

http://www.hiro-nishi-nh.jp/

独立行政法人国立病院機構東広島医療センター受託研究
審査委員会

広島県東広島市西条町寺家513番地

http://www.hiro-hosp.jp/chiken/index.html

独立行政法人国立病院機構福山医療センター受託研究審
査委員会

広島県福山市沖野上町４丁目１４番１７号

http://www.fukuyama-hosp.go.jp/ClinicalTrial_Medical.php

日本鋼管福山病院 治験審査委員会

広島県福山市大門町津之下1844番地

http://www.nkfh.or.jp

福山市民病院治験審査委員会

広島県福山市蔵王町五丁目２３番１号

治験事務局（本館２階）

医療法人 広田眼科治験審査委員会

山口県周南市新町1-25-1

治験審査委員会の手順書等は受付に設置

医療法人池田会 いけだ内科 治験審査委員会

山口県下関市一の宮町3-11-2

宇部興産中央病院 治験審査委員会

山口県宇部市大字西岐波７５０番地

http://www.ube-ind.co.jp/hospital/tiken/tiken_top.html

下関市立中央病院治験審査委員会

下関市向洋町一丁目１３番１号

http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/byoin/tiken.html

財団法人 防府消化器病センター 防府胃腸病院 治験審
査委員会

山口県防府市駅南町14-33

薬剤部(治験事務局）

山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院治験審査
委員会

山口県柳井市古開作1000番地1

閲覧場所：薬局窓口

山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院 治験
山口県山口市小郡下郷862－3
審査委員会

http://www.ogoridaiichi.jp/chiken.html

山口県立総合医療センター治験審査委員会

山口県防府市大字大崎７７

ｗｗｗ．ｙｍｇｈｐ．Ｊｐ／ → 各部門のご案内 → 臨床研究センター

山口大学医学部附属病院医薬品等治験・臨床研究等審査
委員会

山口県宇部市南小串一丁目１番１号

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~crc-di/

社会保険下関厚生病院 治験審査委員会

山口県下関市上新地町３丁目３番８号

http://www.koseihp.jp/

社団法人岩国市医師会 岩国市医療センター医師会病院治
山口県岩国市室の木町3丁目6番12号
験審査委員会

社団法人岩国市医師会 岩国市医療センター医師会病院

独立行政法人 国立病院機構 山口宇部医療センター 受
託研究審査委員会

山口県宇部市東岐波685

http://www.yamaguchi-hosp.jp

独立行政法人国立病院機構 関門医療センター 受託研究
山口県下関市長府外浦町１－１
審査委員会

http://www.hosp.go.jp/~kanmon/

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター治験審査委
員会

山口県岩国市愛宕町1丁目1番1号

http://www.iwakuni-nh.go.jp/clinical-trial-management.html

独立行政法人国立病院機構柳井医療センター治験審査委
員会

山口県柳井市伊保床９５

http://yanai-hosp.jp/

独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 治験
山口県周南市孝田町1番1号
審査委員会

薬剤部

医療法人川島会川島病院治験審査委員会

徳島県徳島市北佐古一番町１－３９

http://khg.or.jp/article/0127398.html

地方独立行政法人徳島県鳴門病院 治験審査委員会

徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

http://naruto-hsp.jp/

徳島県厚生農業協同組合連合会阿南共栄病院 治験審査
委員会

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ36番地

http://www.kyoeihp.jp/

徳島県立中央病院治験審査委員会

徳島県徳島市蔵本町１丁目10-3

http://www.tph.gr.jp/~kencyu/index.htm

徳島赤十字病院治験審査委員会

徳島県小松島市小松島町字井利ノ口103番地

http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/

徳島大学病院治験審査委員会

徳島県徳島市蔵本町２丁目５０番地の１

独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター治験審査
委員会

徳島県板野郡板野町大寺字大向北1-1

http://www.hosp.go.jp/~eastt/

独立行政法人国立病院機構徳島病院治験審査委員会

徳島県吉野川市鴨島町敷地1354

http://www.tokusimahosp-nho.jp/chiken_down.html

（社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院） 回生
病院治験審査委員会

香川県坂出市室町3丁目5番28号

http://www.kaisei.or.jp/

ＫＫＲ高松病院 治験審査委員会

香川県高松市天神4-18

http://www.kkr-ta-hp.gr.jp/

さぬき市民病院 治験審査委員会

香川県さぬき市寒川町石田東甲387-1

http://www.city.sanuki.kagawa.jp/hospital/

国立大学法人徳島大学

4480005002568

臨床試験管理センターホームページ
http://plaza.umin.ac.jp/~chiken/

香川県厚生農業協同組合連合会 屋島総合病院 治験審査
香川県高松市屋島西町1857-1
委員会

http://www.yashima-hp.com/

香川大学医学部附属病院 医薬品等臨床研究審査委員会

http://www.kms.ac.jp/~yakuzaib/CTMcenter/index.html

香川県木田郡三木町大字池戸1750-1

―

高松赤十字病院治験審査委員会

香川県高松市番町４丁目１番３号

http://www.takamatsu.jrc.or.jp/

三豊総合病院治験審査委員会

香川県観音寺市豊浜町姫浜７０８番地

http://www.mitoyo-hosp.jp/clinical_trials/

社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院 治験審
査委員会

香川県坂出市室町３丁目５番２８号

http://www.kaisei.or.jp/

社団法人 全国社会保険協会連合会 社会保険栗林病院
治験審査委員会

香川県高松市栗林町3丁目5番9号

当院内

西日本電信電話株式会社 高松診療所治験審査委員会

香川県高松市観光町６４９－８

http://www.ntt-hospital.jp/tiken/committee.html

総合病院坂出市立病院治験審査委員会

香川県坂出市文京町1-6-43

総合病院坂出市立病院 薬局

滝宮総合病院治験審査委員会

香川県綾歌郡綾川町滝宮486番地

http://www10.ocn.ne.jp/~tghpweb/

独立行政法人 労働者健康福祉機構 香川労災病院 治験
香川県丸亀市城東町3-3-1
審査委員会

当院内（一部については当院のホームページ上でも閲覧可能
ホームページアドレスhttp://www.kagawah.rofuku.go.jp/）

独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療セン
香川県善通寺市仙遊町二丁目１－１
ター治験審査委員会

http://shikoku-med.jp/

独立行政法人国立病院機構高松医療センター治験審査委
員会

香川県高松市新田町乙８番地

http://www.hosp.go.jp/~takamath/

愛媛県医師会治験審査委員会

愛媛県松山市三番町四丁目5 の3

http://www1.ehime.med.or.jp/chiken/index.html

愛媛県立中央病院治験審査委員会

愛媛県松山市春日町８３

http://www.eph.pref.ehime.jp/epch/index.htm

愛媛大学医学部附属病院臨床研究倫理審査委員会

愛媛県東温市志津川

http://www.m.ehime-u.ac.jp/hospital/clinicalresearch/

医療法人千寿会道後温泉病院治験審査委員会

愛媛県松山市道後姫塚乙21-21

http://www.shikoku.ne.jp/racenter/

一般財団法人積善会十全総合病院 治験審査委員会

愛媛県新居浜市北新町１－５

当院 治験事務局

市立宇和島病院治験審査委員会

愛媛県宇和島市御殿町１－１

作成予定

社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 治験審査委員会 愛媛県松山市山西町８８０番地２

http://db.matsuyama.saiseikai.or.jp/

社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 治験審査委員
愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪２６９番地１
会

http://www.saiseikaisaijo.jp/

松山赤十字病院治験審査委員会

愛媛県松山市文京町1番地

松山赤十字病院 治験管理センター

独立行政法人 労働者健康福祉機構 愛媛労災病院 治験
愛媛県新居浜市南小松原町１３番２７号
審査委員会

愛媛労災病院 薬剤部 DI室

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター治験審査委
愛媛県松山市南梅本町甲160
員会

http://www.shikoku-cc.go.jp/NSCC_HP/chiken/index.html

独立行政法人国立病院機構愛媛病院治験審査委員会

愛媛県東温市横河原３６６

http://www.ehime-nh.go.jp

南松山病院治験審査委員会

愛媛県松山市朝生田町一丁目３番１０号

無し

医療法人つくし会 南国病院 治験審査委員会

高知県南国市大埇甲1479番地3

医療法人つくし会 南国病院 治験事務局

高知県・高知市病院企業団立高知医療センター治験審査委
高知県高知市池2125-1
員会

http://www2.khsc.or.jp

高知大学医学部附属病院治験審査委員会

高知県南国市岡豊町小蓮

http://www.kochi-ms.ac.jp/~ct_clrsc/chiken/index.htm

社会医療法人近森会 近森病院 治験審査委員会

高知県高知市大川筋1丁目1番16号

社会医療法人近森会 近森病院 治験事務局

特定医療法人仁生会 細木ユニティ病院 治験審査委員

高知県高知市西町100

治験事務局

独立行政法人国立病院機構高知病院 受託研究・治験審査
高知県高知市朝倉西町1丁目2番25号
委員会

http://www.kochihp.com/concern/chiken.html

病院合同治験審査委員会

①高知県須崎市緑町4番30号
②高知県高知市本町2丁目4-3
③高知県安芸郡田野町1414-1
④高知県高岡郡越知町越知甲2133

①http://susaki-kuroshio-hp.or.jp/
②http://www.takeshita-hp.jp/
④http://usui-kai.com/
③施設内

アジア臨床研究会

福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1番1号 産業医科
大学泌尿器科学教室内

http://www1.bbiq.jp/asia.rinsho/

国際医療福祉大学・高邦会グループ九州地区臨床研究審査
福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45
委員会

福岡山王病院 治験事務局

社会保険田川病院治験審査委員会

福岡県田川市上本町１０－１９

一般社団法人福岡県社会保
険医療協会社会保険田川病 1290005015872
院

http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp

社会保険田川病院 臨床研
究部

社会医療法人原土井病院治験審査委員会

福岡県福岡市東区青葉六丁目40番8号

社会医療法人 原土井病院

7290005001826

http://www.haradoi-hospital.com/

―

製鉄記念八幡病院 治験審査委員会

福岡県北九州市八幡東区春の町1-1-1

―

―

http://www.ns.yawata-mhp.or.jp/about/chiken.html

―

独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総合病院 治
福岡県久留米市櫛原町21番地
験審査委員会

施設内

博多クリニック 臨床試験審査委員会

福岡県福岡市博多区店屋町6番18号

http://www.lta-med.com/rinsho-yakuri/aboutus/ab_06.html

医療法人 江下内科クリニック治験審査委員会

福岡県福岡市城南区樋井川一丁目6番26号

http://www.eshita-clinic.jp/chiken.html

医療法人 社団研英会 林眼科病院 治験審査委員会

福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目23-35

治験事務局（閲覧場所）

医療法人 小野病院 治験審査委員会

福岡県福岡市博多区美野島三丁目5-21

医療法人 小野病院

医療法人 清和会 長田病院 治験審査委員会

福岡県柳川市下宮永町523番地1

医療法人 西福岡病院 治験審査委員会

福岡市西区生の松原3丁目18番8号

当院 治験管理室

医療法人 藤の樹会 駅東ひふ科・アレルギー科クリニック
治験審査委員会

福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番6号

医療法人 藤の樹会 駅東ひふ科・アレルギー科クリニック

医療法人 福生会 フクヨ内科医院 治験審査委員会

福岡県糸島市高田4丁目24番1号

医療法人 福生会 フクヨ内科医院
2階事務局

医療法人アプライドバイオファーマテック
久留米臨床薬理クリニック治験審査委員会

福岡県久留米市旭町67番地 久留米大学医学部B棟
内

http://www.kurumecp.jp/
閲覧場所：当クリニック内会議室等

医療法人恵臣会 吉村内科 治験審査委員会

福岡県福岡市中央区平尾三丁目7番16号

医療法人恵臣会 吉村内科

医療法人原三信病院治験審査委員会

福岡県福岡市博多区大博町１番８号

医療法人原三信病院 治験事務局

医療法人広仁会 広瀬病院 治験審査委員会

福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目12-11

閲覧方法：一般の閲覧に供している
閲覧場所：医療法人広仁会 広瀬病院 受付

医療法人佐田厚生会 佐田病院 治験審査委員会

福岡市中央区渡辺通2丁目4番28号

事務局にて閲覧
治験審査委員会の手順書はホームページでも閲覧可
http://www.sada.or.jp/index.html

医療法人財団華林会 村上華林堂病院 治験審査委員会

福岡県福岡市西区戸切2－14－45

医療法人財団華林会 村上華林堂病院 薬局

医療法人 清和会

6290005011132

治験審査委員会の手順書等はホームページで公表していません。

医療法人社団ブックス ブックスクリニック福岡 治験審査委員
福岡市博多区店屋町6-18ランダムスクエアビル6F
会

http://www.boocsclinic.com/fukuoka/s-clinical/index6.html

医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 治験審査委員
福岡県福津市上西郷341番地の1
会

閲覧場所（設置場所）：治験室

臨床試験センター

医療法人社団豊永会 飯塚記念病院 治験審査委員会

福岡県飯塚市鶴三緒1452-2

閲覧場所（設置場所）：治験事務局

医療法人松井医仁会 大島眼科病院 治験審査委員会

福岡県福岡市博多区上呉服町11番8号

http://www.ohshimaganka.com/byouin/kakusyuiinkai/kakusyuiinkai2.html

医療法人白十字会 白十字病院 治験審査委員会

福岡県福岡市西区石丸3-2-1

治験事務局（閲覧場所）

医療法人宝満会 うめづ医院 治験審査委員会

福岡県筑紫野市原田二丁目6番12号

医療法人宝満会 うめづ医院 治験事務局

株式会社麻生 飯塚病院治験審査委員会

福岡県飯塚市芳雄町３番８３号

http://aih-net.com/about/chiken/index.html

久留米大学臨床試験審査委員会

福岡県久留米市旭町６７

九州大学病院治験倫理審査委員会

福岡県福岡市東区馬出３－１－１

九州大学病院高度先端医療センター
※ホームページについては準備中"

九州旅客鉄道株式会社 JR九州病院 治験審査委員会

福岡県北九州市門司区高田二丁目1番1号

治験事務局（閲覧場所）

公立学校共済組合九州中央病院 治験審査委員会

福岡県福岡市南区塩原三丁目２３番１号

院内治験事務局にて閲覧可能

公立大学法人 九州歯科大学附属病院 治験審査委員会

福岡県北九州市小倉北区真鶴2-6-1

掲載なし
院内治験事務局にて閲覧可能

公立八女総合病院企業団治験審査委員会

福岡県八女市高塚540番地2

薬局内 治験事務局

―

―

http://www.hosp.kurume-u.ac.jp/clinical-trial/sop.html

国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 倫理委員会（治
福岡県小倉北区金田一丁目3番1号
験審査）

SOP等の公開：一般の閲覧に供している
閲覧場所（設置場所）：薬剤部

国家公務員共済組合連合会 千早病院 治験審査委員会

閲覧場所（設置場所）：治験室

福岡県福岡市東区千早二丁目30番1号

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 治験審査委員会 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-27

http://www.hamanomachi.jp

今津赤十字病院 治験審査委員会

福岡県福岡市西区今津377番地

閲覧場所（設置場所）：薬剤部

産業医科大学病院治験審査委員会

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１－１

http://www.uoeh-u.ac.jp/JP/hospital/introduction/info/chiken/index.html

社会医療法人財団 池友会 新行橋病院 治験審査委員会 福岡県行橋市道場寺1411番地

社会医療法人財団 池友会 新行橋病院 治験管理室

社会医療法人財団 池友会 新小文字病院 治験審査委員
福岡県北九州市門司区大里新町2-5
会

社会医療法人財団 池友会 新小文字病院 治験管理室

社会医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院 治験審査委
員会

福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1丁目2-1

社会医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院 治験管理室

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院 治験審査委員
会

福岡県福岡市東区和白丘2丁目2－75

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院 臨床薬理室

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院治験審査委員会

福岡県久留米市津福本町422番地

社団法人 日本海員掖済会門司病院 治験審査委員会

福岡県北九州市門司区清滝一丁目3番1号

治験事務局（閲覧場所）

宗像医師会病院 治験審査委員会

福岡県宗像市田熊5丁目5-3

薬剤科 窓口

小倉記念病院 治験審査委員会

福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目2-1

http://www.kokurakinen.or.jp/bumon/rinsyoukenkyu/

小倉第一病院 治験審査委員会

福岡県北九州市小倉北区真鶴2丁目5-12

受付窓口

小波瀬病院治験審査委員会

福岡県京都郡苅田町新津1598

小波瀬病院薬剤部内 治験事務局

社会医療法人雪の聖母会

8290005009703

http://www.st-mary-med.or.jp/hospital/trial.html

特定医療法人財団 青洲会 福岡青洲会病院 治験審査委
福岡県糟屋郡粕屋町大字長者原800-1
員会

治験事務局

特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡 中央治験審査
委員会

http://www.crnfukuoka.jp/

福岡県福岡市東区馬出3-1-1 九州大学 先端医療イ
ノベーションセンター１階

独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター治験審査
福岡県古賀市千鳥一丁目1番1号
委員会

―

http://www.fe-med.jp/medical/tiken.html

独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター治験審査委
福岡県福岡市南区野多目3-1-1
員会

独立行政法人国立病院機構 1013205001281

http://www.ia-nkcc.jp/information/detail/452

―

独立行政法人国立病院機構九州医療センター 治験審査委 福岡県福岡市中央区地行浜１－８－１ （九州医療セ
員会
ンター）

独立行政法人国立病院機構 1013205001281

http://www.kyumed.jp/chiken/index.html

―

独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 治験審査委
福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１
員会

http://www.kokura-hp.jp/

独立行政法人国立病院機構大牟田病院治験審査委員会

福岡県大牟田市大字橘１０４４－１

http://www.omuta-hp.jp/medical-personnel/chiken-kanri.html

独立行政法人国立病院機構福岡病院治験審査委員会

福岡県福岡市南区屋形原4-39-1

http://www.fukuoka-nh.jp/chiken/home.htm

幡本 治験審査委員会

福岡県福岡市南区長丘1丁目20番33号

はたもと皮膚科クリニック

福岡リハビリテーション病院 治験審査委員会

福岡市西区野方７－７７０

http://www.frh.or.jp/index.html

福岡県医師会共同治験審査委員会

福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9番30号福岡県メ
ディカルセンタービル４F

http://www.fukuoka-chiken.jp/

福岡赤十字病院治験審査委員会

福岡県福岡市南区大楠3丁目1番1号

福岡赤十字病院 治験管理センター内及びホームページ

福岡大学病院臨床研究審査委員会

福岡県福岡市城南区七隈七丁目45番1号

http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/rinshou/index.html

福岡逓信病院 治験審査委員会

福岡県福岡市中央区薬院2丁目6番11号

総合受付

北九州市立八幡病院治験審査委員会

福岡県北九州市八幡東区西本町四丁目１８番１号

閲覧場所：事務局庶務係

北部九州済生会 共同治験審査委員会

福岡県福岡市中央区天神1丁目3番46号

http://www.saiseikai-hp.chuo.fukuoka.jp/

佐賀大学医学部附属病院治験審査委員会

佐賀県佐賀市鍋島5丁目1番1号

http://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/chiken/

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 施設審査委
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400番地
員会

http://www.koseikan.jp/

唐津赤十字病院 治験審査委員会

佐賀県唐津市二夕子一丁目5番1号

閲覧場所（設置場所）：受付

独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター受託研究審
査委員会

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙２４３６

独立行政法人国立病院機構佐賀病院治験審査委員会

佐賀県佐賀市日の出１丁目２０－１

http://www.saga-hosp.jp/concerned/rinrishinsa.html

独立行政法人国立病院機構東佐賀病院治験審査委員会

佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀７３２４

http://www.hosp.go.jp/~eastsaga/
閲覧場所 医薬品情報管理室

独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター治験審
査委員会

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津１６０

独立行政法人国立病院機構 1013205001281

http://www.hizen-hosp.jp/

―

佐世保市総合医療センター治験審査委員会

長崎県佐世保市平瀬町9-3

独立行政法人 佐世保市総
合医療センター

7310005007944

http://www.hospital.sasebo.nagasaki.jp

施設内

社会医療法人財団 白十字
会

6310005002450

－

治験事務局

社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 治験審査
長崎県佐世保市大和町15番地
委員会

独立行政法人国立病院機構 1013205001281

独立行政法人 労働者健康安全機構 長崎労災病院治験審
長崎県佐世保市瀬戸越2丁目12番5号
査委員会

長崎みなとメディカルセンター 治験審査委員会

長崎市新地町6番39号

医療法人 光晴会病院 治験審査委員会

長崎市葉山1丁目3番12号

http://www.uresino.go.jp/

―

独立行政法人 労働者健康安全機構 長崎労災病院 薬剤部 治験管理室

地方独立行政法人長崎市立
9310005007249
病院機構

―

http://www.kouseikai.org

施設内

国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院治験審査委
員会

長崎県佐世保市島地町１０－１７

http://www.kkr.sasebo.nagasaki.jp/

長崎大学病院治験審査委員会

長崎県長崎市坂本１－７－１

http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/chiken_ingai/index.htm

特別医療法人春回会 井上病院 治験審査委員会

長崎県長崎市宝町6番12号

事務局（治験事務局）

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター受託研究・治
長崎県大村市久原２丁目１００１番地１
験審査委員会

http://www.hosp.go.jp/~nagasaki/

独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター治験審
査委員会

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005-1

http://www.nkmc.jp/

独立行政法人国立病院機構長崎病院治験審査委員会

長崎県長崎市桜木町6番41号

http://www.hosp.go.jp/~sakuragi/

日本海員掖済会長崎病院治験審査委員会

長崎県長崎市樺島町5番16号

日本海員掖済会長崎病院

日本赤十字社長崎原爆病院 治験審査委員会

長崎県長崎市茂里町3番15号

日本赤十字社

6010405002452

―

院内

日本赤十字社長崎原爆諫早病院治験審査委員会

長崎県諫早市多良見町化屋986-２

日本赤十字社

6010405002452

―

施設内

医療法人出田会 出田眼科病院 治験審査委員会

熊本県熊本市西唐人町39

病院内 事務室

医療法人 芳和会 くわみず病院治験審査委員会

熊本市神水1丁目14-41

医療相談室

医療法人山田会 八代更生病院治験審査委員会

熊本県八代市古城町1705

閲覧場所（設置場所）：治験事務局

医療法人社団寿量会 熊本機能病院

熊本県熊本市北区山室6丁目8番1号

治験事務局（薬剤部）

医療法人社団松下会 あけぼのクリニック治験審査委員会

熊本県熊本市白藤5-1-1

閲覧場所（設置場所）：治験事務局

医療法人創起会 くまもと森都総合病院治験審査委員会

熊本県熊本市中央区新屋敷1丁目17-27

http://www.k-shinto.or.jp/

医療法人朝日野会 朝日野総合病院治験審査委員会

熊本県熊本市室園町12番10号

閲覧場所（設置場所）：治験事務局

弓削病院 治験審査委員会

熊本県熊本市龍田町弓削字権現窪679番地2

http://www.yuge-hp.or.jp/

熊本整形外科病院治験審査委員会

熊本県熊本市九品寺一丁目15‐7

http://www.marutakai.or.jp/kumasei/development/

熊本赤十字病院 臨床治験審査委員会

熊本県熊本市長嶺南2丁目1番1号

http://www.kumamoto-med.jrc.or.jp/sp/clinical%20trial/

熊本大学医学部附属病院治験審査委員会

熊本市本荘１－１－１

http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/chiken/

健康保険 熊本総合病院 治験審査委員会

熊本県八代市通町10番10号

手順書・書式・委員名簿・治験実績
http://pharm.kumamoto-gh.jp/
会議の概要（議事録）は、治験事務局にて閲覧のみ可能

健康保険人吉総合病院 治験審査委員会

熊本県人吉市老神町３５番地

http://www.hitoyoshi-hp.jp/

公立玉名中央病院 治験審査委員会

熊本県玉名市中1950番地

治験事務局（薬局）

国家公務員共済組合連合会熊本中央病院治験審査委員会 熊本県熊本市田井島一丁目５番１号

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 庶務課

済生会熊本病院 治験審査委員会

http://www.skkumamoto.jp/site/view/contview.jsp?cateid=27&id=509&page=1

熊本県熊本市近見5丁目3番1号

独立行政法人 労働者健康福祉機構 熊本労災病院 治験
熊本県八代市竹原町1670
審査委員会

ホームページアドレス：
http://www.kumamotoh.rofuku.go.jp/index.html
(診療部門－診療・診療サポート部門－薬剤部に治験情報を掲載中)
一般閲覧：当院会計課にて閲覧可能としている。
閲覧に関する窓口は、治験事務局担当薬剤部とする。

独立行政法人国立病院機構菊池病院治験審査委員会

http://www.kikuchi-nhp.jp/

熊本県合志市福原208番地

独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院治験審査委員
熊本県合志市須屋2659
会

http://www.k-saisyunsou.jp/

独立行政法人国立病院機構熊本南病院治験審査委員会

http://www.hosp.go.jp/~kumanann

熊本県宇城市松橋町豊福２３３８

独立行政法人国立病院機構本熊本医療センター受託研究・
治験審査委員会 独立行政法人国立病院機構本熊本医療 熊本県熊本市二の丸１番５号
センター中央治験審査委員会

http://www.hosp.go.jp/~knh/

医療法人 三洋骨研 おかもと内科 治験審査委員会

大分市牧1-3-15

http://www.okamoto-naika.com/

医療法人恵愛会 中村病院 治験審査委員会

大分県別府市秋葉町８番２４号

医療法人恵愛会 中村病院 創薬・育薬センター

健康保険南海病院治験審査委員会

大分県佐伯市常盤西町11番20号

健康保険南海病院 地域医療連携室

国家公務員共済組合連合会 新別府病院 治験審査委員会 大分県別府市大字鶴見3898番地

SOP等の公開：一般の閲覧に供している
閲覧場所（設置場所）：受付

社会医療法人敬和会 大分岡病院 治験審査委員会

大分県大分市西鶴崎3丁目7番11号

社会医療法人敬和会 大分岡病院 創薬センター

大分県立病院治験審査委員会

大分市大字豊饒４７６番地

http://www.oita-kenbyo.jp

大分三愛メディカルセンター治験審査委員会

大分県大分市大字市1213番地

施設内の事務局にて公開

大分市医師会立アルメイダ病院臨床研究審査委員会

大分県大分市大字宮崎１５０９－２

http://www.almeida-hospital.com/rk.htm

大分赤十字病院 治験審査委員会

大分県大分市千代町3丁目2番37号

治験事務室

大分中央治験審査委員会

大分県大分市府内町1丁目3-23

各施設内の事務局にて公開

独立行政法人国立病院機構西別府病院受託研究・治験審
査委員会 （National Hospital Organization Nishibeppu
National Hospital）

大分県別府市大字鶴見４５４８

http://www.nbnh.jp/kankeisha/chiken/

独立行政法人国立病院機構大分医療センター受託研究・治
大分県大分市横田2丁目11番45号
験審査委員会

http://nho-oita.jp/04_shinryoka_bumon/04_58_05.html

独立行政法人国立病院機構別府医療センター受託研究・治
験審査委員会」 （National Hospital Organization Beppu
大分県別府市大字内竈１４７３番地
Medical Center Institutional Review Board）

http://www.beppu-iryou.jp/kakuka/tiken/tiken.htm

内科阿部医院 治験審査委員会

大分県大分市中春日町１６番１３号

http://www.naikaabeiin.com/

臨床研究審査委員会

大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目1番地

http://www.med.oita-u.ac.jp/gcrc-oita/

医療法人社団絋和会 平和台病院 治験審査委員会

宮崎県宮崎市矢の先町150番1号

施設内治験事務室

医療法人明和会宮田眼科病院治験審査委員会

宮崎県都城市蔵原町６街区３号

医療法人明和会宮田眼科病院内 治験事務局

宮崎医療センター病院治験審査委員会

宮崎県宮崎市高松町2番16号

http://www.jojinkai.com/miyazaki/

宮崎市郡医師会病院 治験審査委員会

宮崎県宮崎市新別府町船戸738番地1

宮崎社会保険病院治験審査委員会

宮崎県宮崎市大坪西１丁目2-1

一般閲覧は病院の薬剤部門

宮崎大学医学部附属病院治験審査委員会

宮崎県宮崎郡清武町大字木原5200番地

http://www.miyazaki-med.ac.jp/mmcchiken/

公益社団法人宮崎市郡医師
7350005000086
会

http://www.cure.or.jp/chiken

―

敬愛会治験審査委員会

http://www.inakura-clinic.com/
一般の閲覧場所：宮崎県医師会館内治験事務局
電話番号0985-31-5871 FAX0985-38-8108
http://www.miyazaki.med.or.jp/chiken/

宮崎県宮崎市大塚町馬場崎3554-２

財団法人潤和リハビリテーション振興財団 潤和会記念病院
宮崎県宮崎市大字小松1119番地
治験審査委員会

http://www.junwakai.com/

社団法人 八日会 藤元早鈴病院 治験審査委員会

宮崎県都城市早鈴町17街区1号

【閲覧】
治験審査委員会の手順書・委員名簿
場所：薬局窓口
【ホームページ】
会議の記録の概要
http://www.fujimoto.or.jp/hayasuzu/about/tiken.php

独立行政法人国立病院機構宮崎東病院治験審査委員会

宮崎市大字田吉４３７４番地１

http://www.hosp.go.jp/~mhigashi/

独立行政法人国立病院機構宮崎病院 治験審査委員会

宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０３－４

http://www.hosp.go.jp/~miyazaki/

独立行政法人国立病院機構都城病院治験審査委員会

宮崎県都城市祝吉町５０３３番地１

http://www.nho-miyakon.jp/

鹿児島市医師会病院

鹿児島市鴨池新町7-1

鹿児島赤十字病院治験審査委員会

鹿児島県鹿児島市平川町2545番地

シーピーシークリニック治験審査委員会

鹿児島県鹿児島市唐湊４丁目１８－３８

一般社団法人 メディポリス医
2340005008647
学研究所

http://www.cpc-global.jp/irb/sop/

―

社会医療法人天陽会 中央病院治験審査委員会

鹿児島市泉町6-7

社会医療法人天陽会

http://www.tenyoukai.org/central/hos/clinicaltrial.html

―

医療法人 兼垂会 橋口整形外科 治験審査委員会

鹿児島県鹿児島市小松原1丁目４１－３

医療法人青仁会池田病院治験審査委員会

鹿児島県鹿屋市下祓川町１８３０

医療法人青仁会

4340005006491

http://www.ikeda-hp.com/ikedahp/about/tiken/news.html

―

公益財団法人昭和会 今給黎総合病院治験審査委員会

鹿児島県鹿児島市下竜尾町4－16

公益財団法人昭和会

3340005005016

http://imakiire.jp/about/clinical_trial.html

―

今村病院分院治験審査委員会

鹿児島県鹿児島市鴨池新町11-23

http://imamura-bunin.com/department/clinical_trial/index.html

財団法人慈愛会今村病院治験審査委員会

鹿児島県鹿児島市堀江町17－1

CRC室

鹿児島県立姶良病院治験審査委員会

鹿児島県姶良市平松6067

―

―

https://ctdos.jmacct.med.or.jp/WEB/Public/irbSummaryPublicList.aspx

―

閲覧場所：薬剤部

4340005001212

http://www3.synapse.ne.jp/hashi-seikei/irb.html

閲覧場所：総務課

鹿児島厚生連病院治験審査委員会

鹿児島市天保山町22番25号

鹿児島市立病院治験及び臨床研究審査委員会

鹿児島市上荒田町37番1号

鹿児島大学病院 治験審査委員会

鹿児島市桜ヶ丘8丁目35-1

http://www.ks-ja.or.jp/kou/

鹿児島市

1000020462012

http://www.kch.kagoshima.jp/bumon/yakuzai_chiken/shoshiki.html#anknavi

http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~chiken/clients/clinicaltrials/procedure.html

社会医療法人 緑泉会 整形外科米盛病院 治験審査委員
鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目29-50
会

http://www.yonemorihp.jp/01/chiken/index.htm

社団法人鹿児島共済会 南風病院 治験審査委員会

鹿児島県鹿児島市長田町14-3

閲覧場所（設置場所）：治験管理室

出水総合医療センター治験審査委員会

鹿児島県出水市明神町520番地

薬剤科治験事務局

総合病院鹿児島生協病院治験審査委員会

鹿児島市谷山中央5丁目20番10号

http://www.kaseikyohp.jp/

特別医療法人博愛会相良病院治験審査委員会

鹿児島県鹿児島市松原町3番31号

http://www.sagara.or.jp（治験審査委員会議事要旨については、事務局で閲
覧対応）

独立行政法人国立病院機構指宿病院治験審査委員会

鹿児島県指宿市十二町４１４５番地

http://www.hosp.go.jp/~ibusuki1/

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 治験審査
鹿児島県鹿児島市城山町8番1号
委員会

http://www.kagomc.jp/

独立行政法人国立病院機構南九州病院治験審査委員会

鹿児島県姶良郡加治木町木田１８８２

http://www.hosp.go.jp/~skyusyu/

霧島市立医師会医療センター 治験審査委員会

鹿児島県霧島市隼人町松永3320番地

閲覧場所（設置場所）：治験事務局

沖縄県立中部病院治験審査委員会

沖縄県うるま市字宮里２８１番地

http://www.hosp.pref.okinawa.jp/chubu/chiken/4irai.html

医療法人卯の会 新垣病院 治験審査委員会

沖縄県沖縄市安慶田四丁目十番三号

http://www.unokai.or.jp

医療法人社団志誠会 平和病院 治験審査委員会

沖縄県うるま市字上江洲６６５番地

平和病院内治験事務局

沖縄県医師会治験審査委員会

沖縄県南風原町字新川218-9

http://www.okinawa.med.or.jp/

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 治験審査委員会 沖縄県豊見城市上田25番地

社会医療法人敬愛会 中頭病院 治験審査委員会

沖縄県沖縄市知花6丁目25番5号

http://tomishiro-chp.jp/clinical-trial/

http://www.nakagami.or.jp/

―

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 治験審査委員会

沖縄県浦添市伊祖4丁目16番1号

社会医療法人仁愛会

8360005002493

http://www.jin-aikai.com/urasoe-sogo/relaition/trial02.html

地方独立行政法人 那覇市立病院 治験審査委員会

沖縄県那覇市古島2-31-1

http://www.nch.naha.okinawa.jp/touin/tikensinsa.html

独立行政法人 国立病院機構 沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古3-20-14

独立行政法人 国立病院機構 沖縄病院 治験管理室内

独立行政法人国立病院機構琉球病院治験審査委員会

沖縄県国頭郡金武町字金武7958-1

http://www.hosp.go.jp/~ryukyu1/tiken/index.html

琉球大学医学部附属病院 治験審査委員会

沖縄県中頭郡西原町字上原207番地

琉球大学医学部附属病院 臨床研究支援センター内
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