
院内書式 8 

西暦 2019 年 7 月 1 日 

 

治験審査委員指名書兼名簿 

 

医療法人社団 弘惠会 杉浦医院 

院長：杉浦 敏之 

 

次の者を治験審査委員会委員に指名する。 

なお、前任者のある場合は、本書をもって前任者を解任するものとする。 

 氏名 資格 職業及び所属 委員区分 

委 員 長 渡部 和彦 医師 杏林大学保健学部 教授 ②③ 

副委員長 美田 誠二 医師 
川崎市立看護短期大学 

名誉教授 
②③ 

委 員 金井 信雄 医師 
東京都健康長寿医療センター   

研究開発ユニット長 
②③ 

委 員 小佐野 博史 薬剤師 帝京大学薬学部 教授 ②③ 

委 員 宮本 法子 薬剤師 東京薬科大学 客員教授 ②③ 

委 員 田辺 一男 弁護士 大原法律事務所 ① 

委 員 松木 大輔 弁護士 松木法律事務所 ① 

委 員 門脇 純子 － － ① 

注 1）資格、職業及び所属については該当なしの場合は－（ハイフン）とする。 

注 2）委員区分については以下の区分により番号で記載する。 

① 非専門委員 

② 治験審査委員会の設置施設と利害関係を有しない委員（①の委員を除く） 

③ 治験審査委員会の設置者と利害関係を有しない委員（①の委員を除く） 

④ ①～③以外の委員 

 

  



治験審査委員指名書兼名簿 改訂履歴 

 

改訂日 変更項目 変更前 変更後 

2013年 2月 22日 委員追加 － 
委員 松木 大輔 

松木法律事務所（弁護士） 

2013年 7月 29日 

本文書 

名称 

医療法人社団 杉浦医院 治験審

査委員会委員名簿 

医療法人社団 杉浦医院 治験審

査委員会委員名簿兼指名書 

序文 － 

なお、前任者のある場合は、本書を

もって前任者を解任するものとす

る。 

委員区分 

委員区分が複数該当する場合は「そ

の他」とし、備考欄に区分を記載 

「その他」を削除し、委員区分欄に

区分を記載 

田辺 一男：①または②③ 田辺 一男：① 

松木 大輔：①または②③ 松木 大輔：① 

石井 美加：①または②③ 石井 美加：① 

2015年 4月 1日 

委員削除 

委員 石井 美加 

医療法人社団 久遠会 高沢病院

（保育士） 

－ 

委員追加 － 
委員 門脇 純子 

なし 

2015年 5月 1日 

委員長 

交代 

橋本 隆男 

東京薬科大学 名誉教授（医師） 

渡部 和彦 

公益財団法人 東京都医学総合研

究所 運動・感覚システム研究分

野 副参事研究員（医師） 

委員所属 
宮本 法子 

東京薬科大学 教授（薬剤師） 

宮本 法子 

東京薬科大学 客員教授（薬剤師） 

2015年 10月 1日 委員削除 
委員 橋本 隆男 

東京薬科大学 名誉教授（医師） 
－ 

2016年 4月 1日 

委員所属 

渡部 和彦 

公益財団法人 東京都医学総合研

究所 運動・感覚システム研究分野 

副参事研究員（医師） 

渡部 和彦 

杏林大学保健学部 教授（医師） 

委員所属 

美田 誠二 

川崎市立看護短期大学 教授 

（医師） 

美田 誠二 

川崎市立看護短期大学 学長 

（医師） 

2017年 4月 1日 委員所属 

美田 誠二 

川崎市立看護短期大学 学長 

（医師） 

美田 誠二 

川崎市立看護短期大学 前学長

（医師） 

  



2017年 8月 25日 委員追加 － 

委員 金井 信雄 

東京女子医科大学 先端生命医科

学研究所 医学部 消化器外科

（医師） 

委員 中村 和昭 

国立研究開発法人 国立成育医療

研究センター研究所 薬剤治療研

究部 実験薬理研究室 室長 

（博士（理学）） 

2018年 2月 1日 

本文書 

名称 

医療法人社団 杉浦医院 治験審

査委員会委員名簿兼指名書 
治験審査委員指名書兼名簿 

委員所属 

美田 誠二 

川崎市立看護短期大学 前学長 

（医師） 

美田 誠二 

川崎市立看護短期大学 名誉教授

（医師） 

金井 信雄 

東京女子医科大学 先端生命医科

学研究所 医学部 消化器外科 

（医師） 

金井 信雄 

東京女子医科大学 先端生命医科

学研究所 特任講師（医師） 

2018年 4月 2日 委員所属 

金井 信雄 

東京女子医科大学 先端生命医科

学研究所 特任講師 

金井 信雄 

地方独立行政法人 東京都健康長

寿医療センター 研究支援センタ

ー 専門副部長 

2018年 7月 2日 委員所属 

金井 信雄 

地方独立行政法人 東京都健康長

寿医療センター 研究支援センタ

ー 専門副部長 

金井 信雄 

地方独立行政法人 東京都健康長

寿医療センター 健康長寿イノベ

ーションセンター 室長 

2019年 4月 1日 委員所属 

金井 信雄 

地方独立行政法人 東京都健康長

寿医療センター 健康長寿イノベ

ーションセンター 室長 

金井 信雄 

東京都健康長寿医療センター   

研究開発ユニット長 

2019年 7月 1日 委員削除 

中村 和昭 

国立研究開発法人 国立成育医療

研究センター研究所 

薬剤治療研究部 

実験薬理研究室 室長 

－ 

  

 


