
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

倫理審査委員会規程細則 

 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会規程

 （以下「規程」という。）第１５条の規定に基づき、規程の実施にあたって必

要な事項を定めることを目的とする。 

（職員の定義等） 

第２条 規程の適用を受ける職員とは、次に掲げる者が院内で人間を直接対象とする医

学研究又は医療行為（以下「研究等」という。）を行う場合とする。 

  （１）当病院の常勤職員 

  （２）当病院のレジデント及びその他の非常勤職員 

  （３）当病院への併任職員 

  （４）当病院において研修を許可された者及び当病院の共同担当者並びに当病院が

招聘した者 

（受託研究の取扱） 

第３条 京都医療センター受託研究取扱規程の適用を受ける受託研究については、原則

として当該規程の定めるところによる。ただし、受託研究審査委員会委員長が必

要と認めた場合は、この規程の定めるところによる。 

（申請の勧告） 

第４条 規程第３条ただし書きに基づき委員長は、第２条に規定する職員（以下「当該

職員」という。）に申請書の提出を勧告する。 

（対象者の同意） 

第５条 当該職員は、研究等の実施に際し、計画の内容等を規程第６条に定める対象者

（以下「対象者」という。）に説明し、計画参加について原則として文書により

自由意思による同意を得るものとする。ただし、口頭による同意の場合にはその

同意に関する記録を残すものとする。 

２ 同意の能力を欠く等により対象者本人の同意を得ることは困難であるが、当該

研究等の目的上それらの対象者に実施することがやむを得ない場合にあっては、

当該職員は、その法定代理人、配偶者等、対象者に代わって同意を成し得る者の

同意を得るものとする。この場合にあっては、同意に関する記録とともに同意者

と対象者本人の関係を示す記録を残すものとする。 

（対象者に対する説明事項） 

第６条 当該職員は、同意を得るにあたり研究等の目的・段階に応じ次の各号に掲げる



事項について、対象者に説明するものとする。 

 （１）研究等の目的及び方法 

 （２）予期される効果及び危険性 

 （３）患者を対象者とする場合には、当該疾患に対する他の治療方法の有無及びその

内容 

 （４）対象者が同意しない場合であっても、不利益を受けないこと 

 （５）対象者が同意した場合でも随時これを撤回できること 

 （６）その他対象者の人権の保護に関し必要な事項 

（承認事項の変更） 

第７条 当該職員は、承認内容の変更をしようとするときは、様式３により遅滞なく委

員長にその旨を報告し、承認を得るものとする。 

２ 変更の内容が承認事項中、２．代表者名、４．概要の（１）目的、（２）対象

及び方法、５．人間を直接対象とした医学研究及び医療行為における倫理的配慮

についての各事項に関わる場合は、委員長は改めて委員会に諮るものとする。 

３ 上記以外の事項を含め、研究の根幹に影響しない軽微な変更にかかる場合は、

迅速審議をもって判定することができる。 

この場合、委員長は判定結果を事後委員会に報告するものとする。 

４ 委員長は、審査終了後速やかに、その結果を様式４による通知書をもって申請

者に通知しなければならない。 

５ 委員長は、承認後研究内容に違反が生じた場合、委員会の承認を得て研究等の

中止を命じることができる。 

（迅速審議） 

第８条 申請された研究等のうち、国立病院機構共同臨床研究等で中央倫理審査委員会

の承認を得ているもの等、委員長が認めた課題については、迅速審議をもって判

定することが出来る。この場合、委員長は判定結果を事後委員会に報告するもの

とする。 

（他機関からの申請受付） 

第９条 他機関の長からの審査依頼があった場合は、委員長、副委員長が申請受入の可

否を判断する。審議可能と判断した場合は院内申請と同様に申請書類を受理する。

受理した場合の申請料金は国立病院機構内病院については１件につき３万円（税

別）、国立病院機構外病院については１件につき１０万円（税別）とする。 

（委員等の選任） 

第10条 規程第４条と第５条の委員は別紙のとおりとする。  

（審査結果の公表） 

第11条 公表については、委員会の同意を得て委員長が行うことができる。 



（研究等の報告） 

第12条 規程第９条第５項の定期報告は毎年度末に倫理審査委員会委員長に提出する。 

  ２ 規程第１４条の終了報告は直近の委員会開催日に報告する。 

（職員の懲戒） 

第13条 申請者が、承認された研究等で重大な規程違反を犯した場合、倫理審査委員会

委員長の申請により院長が免職、停職、減給、戒告又は厳重注意の処分をすることが出

来る。 

 附  則 

   この細則は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

   この細則は、平成１６年 ５月２４日から一部改正する。 

この細則は、平成２１年 ９月 １日から一部改正する。 

この細則は、平成２７年 ８月 １日から一部改正する。 

この細則は、平成２８年 ４月 １日から一部改正する。 

この細則は、平成２９年 ４月 １日から一部改正する。 

この細則は、令和 ２年 ８月 １日から一部改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
様式１ 

平成  年  月  日 
 
 
独立行政法人国立病院機構 
京都医療センター倫理審査委員会委員長 殿 
 
 

申請者          印 
 
 

eAPRIN の受講の有無：  有  ・  無  
 
 

審 査 申 請 書 
 
 

このことについて下記のとおり審査を申請します。 
 

１．課題名又は医療行為名 

２．代 表 者 名           所属           職名 

３．共同担当者名           所属           職名 

 
４．概 要（具体的に記載すること） 

（１）目 的 
 
 
 
 
 
 
（２）対象及び方法 

 
 
 
 
 
 
（３）実施場所及び実施期間 

 
 
 
 
 
 
（４）審査を希望する理由 

 
 
 
 
 
 

          
受 付 番 号 



 
５．人間を直接対象とした医学研究及び医療行為における倫理的配慮について 

（１）医学研究又は医療行為の対象となる個人の人権の擁護 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）医学研究又は医療行為の対象となる個人への利益と不利益 

 
 
 
 
 
 
 
 
（３）医学的貢献度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）医学研究又は医療行為の対象となる個人に理解を求め同意を得る方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．その他の参考事項（本課題に関連した国内の事情、文献など） 
 
 
 
 
 

 

 

 



様式２ 
 
 

審 査 結 果 通 知 書 
 
 

平成  年  月  日 
 
 
申 請 者            殿 
 
 
 
      京都医療センター倫理審査委員会 
       委員長 
 
 
受 付 番 号  
 
 
申請課題名又は医療行為名 
 
 
 上記の申請課題及び医療行為につき、平成  年  月  日開催の倫理審査委員会での審査結果を

下記のとおり通知します。 
 
 
 
 判 定 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 理 由 
 
 
 その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



様式３ 

独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査承認事項変更願 

 

                        平成  年  月  日提出 

 

独立行政法人国立病院機構 

京都医療センター倫理審査委員会委員長 殿 

 

                 所    属 

                 職    名 

                 申請者氏 名            印 

 

 平成  年  月  日付（受付番号    ）で承認された事項の一部を変更 

したく、独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会細則第７条第１項

に基づき申請します。 

 

 変更事項（該当するものに○を付けること。） 

  １．課題名または 

    医療行為名 
 

  ２．代表者名          所属        職名 
 

  ３．共同担当者名        所属        職名 
 

  ４．概要 

    (１) 目  的  （２）対象及び方法  （３）実施場所及び実施期間 
 

   （４）審査を希望する理由 
 

  ５．人間を直接対象とした医学研究及び医療行為における倫理的配慮について 

   （１）医学研究及び医療行為の対象となる個人への人権の擁護 
 

   （２）医学研究及び医療行為の対象となる個人への利益と不利益 
 

   （３）医学的貢献度 
 

   （４）医学的研究及び医療行為の対象となる個人に理解を求め同意を得る方法 
 

  変更事項の内容 



様式４ 

 

独立行政法人国立病院機構京都医療都センター 

         倫理審査承認事項変更可否通知書 

 

                          平成  年  月  日 

 

  所    属 

  職    名 

  申請者氏 名            殿 

 

                                            独立行政法人国立病院機構 

                      京 都 医 療 セ ン タ ー 

                         倫 理 審 査 委 員 会 委 員 長 

 

 

     課題名または 

     医療行為名 

 

     代表者名 

 

 

  平成  年  月  日付で申請のあった承認事項変更願いについて、下記の 

 

 

 とおり決定したので通知する。 

 

 

                   記 

 

 

  １．決 定 

 

          可      条件付可      否 

 

 

 

  ２．理 由 

 

 

 

 



書式5 整理番号  
 

西暦    年  月  日 
 

臨床研究 終了（中止・中断）報告書 
 
国立病院機構 京都医療センター 病院長 殿 
倫理審査委員会 委員長 殿 
 

主任研究者 
（氏名）        印 

  
下記の臨床研究を以下のとおり □終了、□中止、□中断 しましたので報告いたします。 

  
記 

 

受付番号  承認年月日  

研究課題名  

研究の期間 西暦    年  月  日 ～ 西暦    年  月  日 

研究結果の概要等 
（中止、中断した

場合、その理由も

記載） 

 
対象： 
 （同意取得例数：   例） 
 
結果： 
 
 
 
 
 
同意書等の保管状況： 
 
検体・資料等の保管または廃棄状況： 
 
その他： 

研究成果の公表 
(学会発表・論文等) 

 

 
 
注）本書式は主任研究者が正本（記名捺印又は署名したもの）を 1 部作成し、倫理審査委員会の委員

長に提出する。 



書式6 整理番号  
 

西暦    年  月  日 
 

臨床研究 進捗状況 報告書 
 

国立病院機構 京都医療センター 病院長 殿 
倫理審査委員会 委員長 殿 
 

主任研究者 
（氏名）        印 

 
下記の臨床研究の進捗状況を 報告いたします。 

 
記 

 

受付番号  承認年月日  

研究課題名  

研究の期間 西暦    年  月  日 ～ 西暦    年  月  日 

研究の進捗状況 
の概要等 

（中断している場合、

その理由も記載） 

 
対象： 
 （同意取得例数：   例） 
 
現在の状況： 
 
 
 
 
 
同意書等の保管状況： 
 
検体・資料等の保管状況： 
 
その他： 

研究成果の公表 
(学会発表・論文等) 

 

 
 
注）本書式は主任研究者が正本（記名捺印又は署名したもの）を 1 部作成し、倫理審査委員会の委員

長に提出する。 
 



                                                              別紙 

    平成１７年７月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員     

 

 １）杉並  洋（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）小泉 欣也       京都医療センター総括診療部長   

 ４）成瀬 光栄       京都医療センター内分泌研究部長 

 ５）小原 延章       京都医療センター薬剤科長 

  ６）塩谷 登喜              京都医療センター看護部長 

 ７）新屋 悟        京都医療センター事務部長 

  ８）亀井 建良              京都医療センター管理課長 

 ８）加茂 直樹（外部委員）  京都女子大学現代社会学部教授 

 10）中山 研一（外部委員）  北陸大学法学部教授 

 11）西 祥太郎（外部委員）  伏見医師会長 

 12）藤森 信正（外部委員）  藤森神社宮司 

 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）杉並  洋（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）小泉 欣也       京都医療センター総括診療部長 

 ４）成瀬 光栄     京都医療センター内分泌研究部長 

 ５）菅原 照        京都医療センター外来管理部長 

 ６）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

 ７）秋山 祐一       京都医療センター地域医療部長 

 ８）塚原 徹也       京都医療センター医療安全管理部長 

  ９）奥野 博               京都医療センター泌尿器科医長 

  10）臼井 健               京都医療センター臨床内分泌研究室長 

 11）小原 延章       京都医療センター薬剤科長 

12）塩谷 登喜              京都医療センター看護部長 

13）新屋 悟        京都医療センター事務部長 

14）亀井 建良       京都医療センター管理課長 



                                                              別紙 

    平成１８年４月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員     

 

 １）杉並  洋（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）小泉 欣也       京都医療センター総括診療部長   

 ４）成瀬 光栄       京都医療センター内分泌研究部長 

 ５）小原 延章       京都医療センター薬剤科長 

  ６）塩谷 登喜              京都医療センター看護部長 

 ７）太田 憲宏       京都医療センター事務部長 

  ８）碓村 雅史              京都医療センター管理課長 

 ８）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 10）中山 研一（外部委員）  北陸大学法学部教授 

 11）西 祥太郎（外部委員）  伏見医師会長 

 12）藤森 信正（外部委員）  藤森神社宮司 

 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）杉並  洋（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）小泉 欣也       京都医療センター総括診療部長 

 ４）成瀬 光栄     京都医療センター内分泌研究部長 

 ５）菅原 照        京都医療センター外来管理部長 

 ６）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

 ７）秋山 祐一       京都医療センター地域医療部長 

 ８）塚原 徹也       京都医療センター医療安全管理部長 

  ９）奥野 博               京都医療センター泌尿器科医長 

  10）臼井 健               京都医療センター臨床内分泌研究室長 

 11）小原 延章       京都医療センター薬剤科長 

12）塩谷 登喜              京都医療センター看護部長 

13）太田 憲宏       京都医療センター事務部長 

14）碓村 雅史       京都医療センター管理課長 



別紙 

    平成２１年９月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員     

 

 １）中野 爲夫（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄       京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）長谷川健次       京都医療センター薬剤科長 

  ５）森田  文              京都医療センター看護部長 

 ６）長井 義美       京都医療センター事務部長 

  ７）幾嶋 真琴              京都医療センター管理課長 

 ８）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 ９）依田 純三（外部委員）  伏見医師会長 

 10）藤森 信正（外部委員）  藤森神社宮司 

 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）中野 爲夫（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄     京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）菅原  照       京都医療センター診療部長（内科系統括） 

 ５）塚原 徹也       京都医療センター診療部長（外科系統括） 

 ６）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

 ７）秋山 祐一       京都医療センター診療部長（地域医療担当） 

 ８）奥野  博              京都医療センター泌尿器科医長（手術管理副部長） 

  ９）臼井  健              京都医療センター臨床内分泌代謝研究室長 

 10）長谷川健次       京都医療センター薬剤科長 

11）森田  文              京都医療センター看護部長 

12）長井 義美       京都医療センター事務部長 

13）幾嶋 真琴       京都医療センター管理課長 

 

 

 



別紙 

    平成２３年７月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員     

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄       京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）北村 良雄       京都医療センター薬剤科長 

  ５）森田  文              京都医療センター看護部長 

 ６）長井 義美       京都医療センター事務部長 

  ７）長野 喜義              京都医療センター管理課長 

 ８）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 ９）中山 治樹（外部委員）  伏見医師会長 

 10）藤森 信正（外部委員）  藤森神社宮司 

 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄     京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）髙倉 賢二       京都医療センター統括診療部長 

 ５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）猪飼伊和夫       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

 ７）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

 ８）秋山 祐一       京都医療センター診療部長（地域医療担当） 

 ９）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

  10）臼井  健              京都医療センター臨床内分泌代謝研究室長 

 11）北村 良雄       京都医療センター薬剤科長 

12）森田  文              京都医療センター看護部長 

13）長井 義美       京都医療センター事務部長 

14）長野 喜義       京都医療センター管理課長 

 

 



別紙 

    平成２４年４月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員     

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄       京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）北村 良雄       京都医療センター薬剤科長 

  ５）森田  文              京都医療センター看護部長 

 ６）長井 義美       京都医療センター事務部長 

  ７）長谷川 弘和            京都医療センター管理課長 

 ８）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 ９）中山 治樹（外部委員）  伏見医師会長 

 10）藤森 信正（外部委員）  藤森神社宮司 

 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄     京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）猪飼伊和夫       京都医療センター統括診療部長 

 ５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

 ７）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

 ８）秋山 祐一       京都医療センター診療部長（地域医療担当） 

 ９）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

  10）臼井  健              京都医療センター臨床内分泌代謝研究室長 

 11）北村 良雄       京都医療センター薬剤科長 

12）森田  文              京都医療センター看護部長 

13）長井 義美       京都医療センター事務部長 

14）長谷川 弘和      京都医療センター管理課長 

 

 



    平成２５年４月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員     

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄       京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）北村 良雄       京都医療センター薬剤科長 

  ５）三井 佐代子            京都医療センター看護部長 

 ６）原  敏清       京都医療センター事務部長 

  ７）長谷川 弘和            京都医療センター管理課長 

 ８）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 ９）中山 治樹（外部委員）  伏見医師会長 

 10）藤森 信正（外部委員）  藤森神社宮司 

 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄     京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）猪飼伊和夫       京都医療センター統括診療部長 

 ５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

 ７）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

 ８）秋山 祐一       京都医療センター診療部長（地域医療担当） 

 ９）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

  10）臼井  健              京都医療センター臨床内分泌代謝研究室長 

 11）北村 良雄       京都医療センター薬剤科長 

12）三井 佐代子            京都医療センター看護部長 

13）原  敏清       京都医療センター事務部長 

14）長谷川 弘和      京都医療センター管理課長 

 

 

 



    平成２６年７月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員     

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄       京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）北村 良雄       京都医療センター薬剤科長 

  ５）三井 佐代子            京都医療センター看護部長 

 ６）宮本 博之       京都医療センター事務部長 

  ７）長谷川 弘和            京都医療センター管理課長 

 ８）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 ９）松本 恒司（外部委員）  伏見医師会長 

 10）藤森 信正（外部委員）  藤森神社宮司 

 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄     京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）猪飼伊和夫       京都医療センター統括診療部長 

 ５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

 ７）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）秋山 祐一       京都医療センター診療部長（地域医療担当） 

 10）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

  11）臼井  健              京都医療センター臨床内分泌代謝研究室長 

 12）北村 良雄       京都医療センター薬剤科長 

13）三井 佐代子            京都医療センター看護部長 

14）宮本 博之       京都医療センター事務部長 

15）長谷川 弘和      京都医療センター管理課長 

 

 



    平成２７年７月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員     

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄       京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）北村 良雄       京都医療センター薬剤部長 

  ５）三井 佐代子            京都医療センター看護部長 

 ６）高橋 良和       京都医療センター事務部長 

  ７）長谷川 弘和            京都医療センター管理課長 

 ８）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 ９）松本 恒司（外部委員）  伏見医師会長 

 10）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄     京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）猪飼伊和夫       京都医療センター統括診療部長 

 ５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

 ７）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）秋山 祐一       京都医療センター診療部長（地域医療担当） 

 10）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

  11）臼井  健              京都医療センター臨床内分泌代謝研究室長 

 12）北村 良雄       京都医療センター薬剤科長 

13）三井 佐代子            京都医療センター看護部長 

14）高橋 良和       京都医療センター事務部長 

15）長谷川 弘和      京都医療センター管理課長 

 

 



    平成２７年８月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員     

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄       京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）北村 良雄       京都医療センター薬剤部長 

  ５）三井 佐代子            京都医療センター看護部長 

 ６）高橋 良和       京都医療センター事務部長 

  ７）長谷川 弘和            京都医療センター管理課長 

 ８）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 ９）松本 恒司（外部委員）  伏見医師会長 

 10）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 11）中嶋 佳代子（外部委員）京都市学校薬剤師会 

 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）成瀬 光栄     京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部長 

 ４）猪飼伊和夫       京都医療センター統括診療部長 

 ５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

 ７）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）秋山 祐一       京都医療センター診療部長（地域医療担当） 

 10）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

  11）臼井  健              京都医療センター臨床内分泌代謝研究室長 

 12）北村 良雄       京都医療センター薬剤科長 

13）三井 佐代子            京都医療センター看護部長 

14）高橋 良和       京都医療センター事務部長 

15）長谷川 弘和      京都医療センター管理課長 

 



    平成２８年４月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

４）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

５）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 ６）小林 勝昭       京都医療センター薬剤部長 

  ７）荒木 輝美             京都医療センター看護部長 

 ８）高橋 良和       京都医療センター事務部長 

  ９）森内 宏治             京都医療センター管理課長 

 10）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 11）松本 恒司（外部委員）  伏見医師会長 

 12）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 13）中嶋 佳代子（外部委員）京都市学校薬剤師会 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）猪飼伊和夫       京都医療センター統括診療部長 

４）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

７）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）秋山 祐一       京都医療センター診療部長（地域医療担当） 

10）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

11）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 12）小林 勝昭       京都医療センター薬剤部長 

13）荒木 輝美             京都医療センター看護部長 

14）高橋 良和       京都医療センター事務部長 

15）森内 宏治       京都医療センター管理課長 



平成２８年８月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

４）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

５）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 ６）小林 勝昭       京都医療センター薬剤部長 

  ７）荒木 輝美             京都医療センター看護部長 

 ８）高橋 良和       京都医療センター事務部長 

  ９）森内 宏治             京都医療センター管理課長 

 10）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 11）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会長 

 12）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 13）中嶋 佳代子（外部委員）京都市学校薬剤師会 

 

 ２．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理小委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）猪飼伊和夫       京都医療センター統括診療部長 

４）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

７）北岡 有喜       京都医療センター医療情報部長 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）秋山 祐一       京都医療センター診療部長（地域医療担当） 

10）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

11）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 12）小林 勝昭       京都医療センター薬剤部長 

13）荒木 輝美             京都医療センター看護部長 

14）高橋 良和       京都医療センター事務部長 

15）森内 宏治       京都医療センター管理課長 



平成２９年４月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

  ２）島津  章（副委員長）  京都医療センター臨床研究センター長 

 ３）猪飼伊和夫       京都医療センター統括診療部長 

４）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

７）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

８）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

９）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 10）小林 勝昭       京都医療センター薬剤部長 

11）荒木 輝美             京都医療センター看護部長 

12）高橋 良和       京都医療センター事務部長 

13）森内 宏治       京都医療センター管理課長 

 14）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 15）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会長 

 16）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 17）中嶋 佳代子（外部委員）京都市学校薬剤師会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年７月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

２）出原 信弘（副委員長） 京都医療センター事務部長 

  ３）島津  章        京都医療センター臨床研究センター長 

 ４）猪飼伊和夫       京都医療センター統括診療部長 

５）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

６）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ７）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

10）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 11）小林 勝昭       京都医療センター薬剤部長 

12）荒木 輝美             京都医療センター看護部長 

13）森内 宏治       京都医療センター管理課長 

 14）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 15）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会長 

 16）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 17）大東 和子（外部委員） 大東寝具工業株式会社取締役会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年４月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

２）出原 信弘（副委員長） 京都医療センター事務部長 

  ３）島津  章        京都医療センター臨床研究センター長 

 ４）猪飼 伊和夫      京都医療センター統括診療部長 

５）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

６）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ７）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

10）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 11）本田 芳久       京都医療センター薬剤部長 

12）西本 京子             京都医療センター看護部長 

13）森内 宏治       京都医療センター管理課長 

 14）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 15）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会長 

 16）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 17）大東 和子（外部委員） 大東寝具工業株式会社取締役会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年７月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

２）出原 信弘（副委員長） 京都医療センター事務部長 

  ３）島津  章        京都医療センター臨床研究センター長 

 ４）猪飼 伊和夫      京都医療センター統括診療部長 

５）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

６）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ７）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

10）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 11）本田 芳久       京都医療センター薬剤部長 

12）西本 京子             京都医療センター看護部長 

13）後藤 謙        京都医療センター管理課長 

 14）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 15）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会幹事 

 16）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 17）大東 和子（外部委員） 大東寝具工業株式会社取締役会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３１年４月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

２）出原 信弘（副委員長） 京都医療センター事務部長 

  ３）八十田 明宏      京都医療センター臨床研究センター長 

 ４）猪飼 伊和夫      京都医療センター統括診療部長 

５）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

６）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ７）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

10）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 11）本田 芳久       京都医療センター薬剤部長 

12）池田 仁美             京都医療センター看護部長 

13）後藤 謙        京都医療センター管理課長 

 14）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 15）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会幹事 

 16）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 17）安達 孝代（外部委員） 着物着付師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年７月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

２）出原 信弘（副委員長） 京都医療センター事務部長 

  ３）八十田 明宏      京都医療センター臨床研究センター長 

 ４）猪飼 伊和夫      京都医療センター統括診療部長 

５）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

６）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ７）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

10）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 11）本田 芳久       京都医療センター薬剤部長 

12）池田 仁美             京都医療センター看護部長 

13）川邉 浩史       京都医療センター管理課長 

 14）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 15）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会幹事 

 16）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 17）安達 孝代（外部委員） 着物着付師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年１０月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

２）前田 真次（副委員長） 京都医療センター事務部長 

  ３）八十田 明宏      京都医療センター臨床研究センター長 

 ４）猪飼 伊和夫      京都医療センター統括診療部長 

５）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

６）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ７）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

８）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

９）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

10）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 11）本田 芳久       京都医療センター薬剤部長 

12）池田 仁美             京都医療センター看護部長 

13）川邉 浩史       京都医療センター管理課長 

 14）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 15）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会幹事 

 16）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 17）安達 孝代（外部委員） 着物着付師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年４月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

２）八十田 明宏（副委員長）京都医療センター臨床研究センター長 

  ３）猪飼 伊和夫      京都医療センター統括診療部長 

４）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

７）白神 幸太郎      京都医療センター診療部長（医療安全担当） 

８）奥野  博              京都医療センター診療部長（感染制御担当） 

９）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 10）本田 芳久       京都医療センター薬剤部長 

11）池田 仁美             京都医療センター看護部長 

  12）前田 真次       京都医療センター事務部長 

13）川邉 浩史       京都医療センター管理課長 

 14）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 15）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会幹事 

 16）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 17）安達 孝代（外部委員） 着物着付師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年８月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会委員 

 

 １）塚原 徹也（委員長）  京都医療センター副院長 

２）八十田 明宏（副委員長）京都医療センター臨床研究センター長 

  ３）猪飼 伊和夫      京都医療センター統括診療部長 

４）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）中川 泰彰       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

７）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 ８）本田 芳久       京都医療センター薬剤部長 

９）池田 仁美             京都医療センター看護部長 

  10）川邉 浩史       京都医療センター管理課長 

 11）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 12）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会幹事 

 13）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 14）安達 孝代（外部委員） 着物着付師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年４月１日現在 

 

 １．独立行政法人国立病院機構京都医療センター倫理審査委員会委員 

 

 １）三尾 直士（委員長）  京都医療センター副院長 

２）八十田 明宏（副委員長）京都医療センター臨床研究センター長 

  ３）中川 泰彰       京都医療センター統括診療部長 

４）長谷川 浩二      京都医療センター展開医療研究部長 

５）小山  弘       京都医療センター診療部長（内科系担当） 

 ６）奥野  博       京都医療センター診療部長（外科系担当） 

７）喜多 美穂里      京都医療センター診療部長（先進医療担当） 

 ８）土井 敏行       京都医療センター薬剤部長 

９）福井 久美子            京都医療センター看護部長 

  10）川邉 浩史       京都医療センター管理課長 

 11）平石 隆敏（外部委員）  京都教育大学教育学部教授 

 12）辻  幸子（外部委員）  伏見医師会幹事 

 13）藤森 長正（外部委員）  藤森神社宮司 

 14）安達 孝代（外部委員） 着物着付師 

 

 

 

 

 

 

 


