厚生連病院共同治験審査委員会 設置者一覧（兼 設置記録）
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名 称：厚生連病院共同治験審査委員会
所在地：東京都渋谷区代々木二丁目５番５号
設置者：以下の通り
医療機関名
神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院
JA静岡厚生連遠州病院
福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生総合病院
山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院
上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院
長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院
新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院
愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院
秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院
秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院
秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院
福島県厚生農業協同組合連合会 塙厚生病院
神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院
JA静岡厚生連 静岡厚生病院
愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院
広島県厚生農業協同組合連合会 吉田総合病院
広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院
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 あづみ病院
広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院
徳島県厚生農業協同組合連合会 吉野川医療センター
岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院
山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院
香川県厚生農業協同組合連合会 屋島総合病院
香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総合病院
三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院
新潟県厚生農業協同組合連合会 三条総合病院

病院長
井關 治和
大石 強
大木 進司
藤井 裕之
十川 康弘
洞 和彦
富所 隆
水野 志朗
佐藤 一成
齊藤 研
天満 和男
佐川 恵一
鎌田 修博
水野 伸一
奥村 明彦
川口 鎮
小林 真哉
住元 一夫
松原 昭郎

所在地
神奈川県相模原市緑区橋本二丁目8番18号
静岡県浜松市中区中央一丁目1番1号
福島県白河市豊地上弥次郎2番1
山口県山口市小郡下郷862番地3
栃木県鹿沼市下田町一丁目1033番地
長野県中野市西一丁目5番63号
新潟県長岡市川崎町2041番地
愛知県知多郡美浜町河和西谷81番6
秋田県由利本荘市川口字家後38番地
秋田県横手市前郷字八ツ口3番1
秋田県湯沢市山田字勇ヶ岡25
福島県東白川郡塙町塙字大町1丁目5番地
神奈川県伊勢原市田中345
静岡県静岡市葵区北番町23番地
愛知県弥富市前ヶ須町南本田396
愛知県豊田市浄水町伊保原500番1
愛知県豊田市岩神町仲田20番
広島県安芸高田市吉田町吉田3666
広島県廿日市市地御前一丁目3番3号

畑 幸彦

長野県北安曇郡池田町大字池田3207番地1

田妻 進
橋本 寬文
鷹津 久登
馬場 良和
安藤 健夫
井上 秀幸
三田 孝行
神田 達夫
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広島県尾道市平原一丁目10番23号
徳島県吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120
岐阜県関市若草通五丁目1番地
山口県柳井市古開作1000番地1
香川県高松市屋島西町2105番17
香川県綾歌郡綾川町滝宮486番地
三重県松阪市川井町小望102
新潟県三条市塚野目五丁目1番62号

2020年7月29日現在
備考
NW代表病院
NW副代表病院
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No.
医療機関名
29 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター
長野県厚生農業協同組合連合会
30
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院
長野県厚生農業協同組合連合会
31
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
長野県厚生農業協同組合連合会
32
浅間南麓こもろ医療センター
長野県厚生農業協同組合連合会
33
富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院
筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター
34
茨城県厚生連 総合病院 水戸協同病院
35 新潟県厚生農業協同組合連合会 糸魚川総合病院
36 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター
37 茨城県厚生農業協同組合連合会 JAとりで総合医療センター
38 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院
39 大分県厚生連 鶴見病院
40 新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院
長野県厚生農業協同組合連合会
41
南長野医療センター篠ノ井総合病院
42 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院
43 佐野厚生農業協同組合連合会 佐野厚生総合病院
44 秋田県厚生農業協同組合連合会 大曲厚生医療センター
45 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院
46 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院
47 高知県厚生農業協同組合連合会 ＪＡ高知病院
48 新潟県厚生農業協同組合連合会 小千谷総合病院
49 新潟県厚生農業協同組合連合会 あがの市民病院
50 新潟県厚生農業協同組合連合会 豊栄病院

病院長
吉澤 弘久

所在地
新潟県新潟市西区小針三丁目27番11号

黒岩 靖

長野県上田市鹿教湯温泉1777番地

大澤 道彦

長野県上田市鹿教湯温泉1308番地

黒栁 隆之

長野県小諸市相生町三丁目3番21号

矢澤 正信
（統括院長）

長野県諏訪郡富士見町落合11100番地

渡辺 重行

茨城県水戸市宮町三丁目2番7号

樋口 清博
相田 浩
冨滿 弘之
寺田 光宏
鈴木 正義
林 達彦

新潟県糸魚川市大字竹ケ花457番地1
新潟県柏崎市北半田二丁目11番3号
茨城県取手市本郷二丁目1番1号
富山県高岡市永楽町5番10号
大分県別府市大字鶴見4333番地
新潟県村上市田端町2番17

小池 健一

長野県長野市篠ノ井会666-1

篭島 充
村上 円人
三浦 雅人
佐藤 賢治
森 拓也
都築 英雄
髙橋 達
藤森 勝也
宮島 透

新潟県上越市大道福田616
栃木県佐野市堀米町1728
秋田県大仙市大曲通町8番65号
新潟県佐渡市千種161
三重県鈴鹿市安塚町山之花1275-53
高知県南国市明見字中野526番地1
新潟県小千谷市大字平沢新田111番地
新潟県阿賀野市岡山町13番23号
新潟県新潟市北区石動1丁目11番1号
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