
杏林大学医学部倫理委員会 

杏林大学医学部倫理委員会 作成 

委員会名簿                       平成 28 年 4 月 1 日現在 

 氏名 性別 所属 備考 

委員長 古瀬 純司 男性 腫瘍内科教授 1号 

 岩下 光利 男性 
付属病院病院長 

産科婦人科学教授 
1号 

 神谷 茂 男性 感染症学教授 1号 

 苅田 香苗 女性 衛生学公衆衛生学教授 1号 

 木下 千鶴 女性 
付属病院看護部 

副部長 
1号 

 大瀧 純一 男性 保健学部長 1号・外部委員 

 藤岡 保範 男性 日鋼記念病院 1号・外部委員 

 大川 昌利 男性 総合政策学部長 2号・外部委員 

 坂本 ロビン 女性 外国語学部長 2号・外部委員 

 岩隈 道洋 男性 総合政策学部准教授 2号・外部委員 

 吹野 俊郎 男性 
杏林学園 

広報・企画調査室長 
3号・外部委員 

 萩原 玉味 女性 明治学院大学名誉教授 3号・外部委員 

オブザーバー 跡見 裕 男性 学長  

オブザーバー 渡邊 卓 男性 医学部長  

 備考 1 号：医学・医療の専門家等自然科学の有識者 

    2 号：法律学の専門家等人文・社会科学の有識者 

    3 号：一般の立場を代表する者 



杏林大学医学部倫理委員会 

杏林大学医学部倫理委員会 作成 

委員会名簿                       平成 28 年 10 月 1 日現在 

 氏名 性別 所属 備考 

委員長 古瀬 純司 男性 腫瘍内科教授 1号 

 岩下 光利 男性 
付属病院病院長 

産科婦人科学教授 
1号 

 神谷 茂 男性 感染症学教授 1号 

 苅田 香苗 女性 衛生学公衆衛生学教授 1号 

 木下 千鶴 女性 
付属病院看護部 

副部長 
1号 

 大瀧 純一 男性 保健学部長 1号・外部委員 

 大川 昌利 男性 総合政策学部長 2号・外部委員 

 坂本 ロビン 女性 外国語学部長 2号・外部委員 

 岩隈 道洋 男性 総合政策学部准教授 2号・外部委員 

 島津 敏雄 男性 
杏林学園 

広報・企画調査室長 
3号・外部委員 

 萩原 玉味 女性 明治学院大学名誉教授 3号・外部委員 

オブザーバー 跡見 裕 男性 学長  

オブザーバー 渡邊 卓 男性 医学部長  

 備考 1 号：医学・医療の専門家等自然科学の有識者 

    2 号：法律学の専門家等人文・社会科学の有識者 

    3 号：一般の立場を代表する者 



杏林大学医学部倫理委員会【迅速審査委員会】 

杏林大学医学部倫理委員会 作成 

委員会名簿                       平成 28年 4月 1日現在 

 氏名 性別 所属 備考 

委員長 苅田 香苗 女性 衛生学公衆衛生学教授 ① 

 岡島 康友 男性 リハビリテーション医学教授 ② 

 木﨑 節子 女性 衛生学公衆衛生学教授 ④ 

 後藤田 貴也 男性 生化学教授 ① 

 楊  國昌 男性 小児科学教授 ② 

 長島 文夫 男性 内科学（腫瘍科）准教授 ⑥ 

 木下 千鶴 女性 医学部付属病院看護部副部長 ③ 

 丹波 光子 女性 医学部付属病院看護部師長 ③ 

 萩原 玉味 女性 明治学院大学名誉教授 ⑤ 

 備考 ①：基礎・社会医学系の教授のうちから ２名以上 

    ②：臨床医学系の教授のうちから    ２名以上 

    ③：看護部より師長以上から      ２名以上 

    ④：人文・社会科学の学識経験者    １名以上 

    ⑤：本学と利害関係を有しないもの   １名以上 

    ⑥：その他医学部長が必要と認めたもの 若干名 

 

 

 

 

 

 

 

 



杏林大学医学部倫理委員会【迅速審査委員会】 

杏林大学医学部倫理委員会 作成 

委員会名簿                       平成 28年 10月 1日現在 

 氏名 性別 所属 備考 

委員長 苅田 香苗 女性 衛生学公衆衛生学教授 ① 

 岡島 康友 男性 リハビリテーション医学教授 ② 

 木﨑 節子 女性 衛生学公衆衛生学教授 ④ 

 後藤田 貴也 男性 生化学教授 ① 

 柴原 純二 男性 病理学教授 ① 

 寺尾 安生 男性 細胞生理学教授 ① 

 山田 昌和 男性 眼科学教授 ② 

 楊  國昌 男性 小児科学教授 ② 

 石井 晴之 男性 内科学（Ⅰ）准教授 ⑥ 

 長島 文夫 男性 内科学（腫瘍科）准教授 ⑥ 

 森山 久美 女性 麻酔科学 講師 ⑥ 

 吉田 正雄 男性 衛生学公衆衛生学 講師 ⑥ 

 木下 千鶴 女性 医学部付属病院看護部副部長 ③ 

 丹波 光子 女性 医学部付属病院看護部師長 ③ 

 萩原 玉味 女性 明治学院大学名誉教授 ⑤ 

 備考 ①：基礎・社会医学系の教授のうちから ２名以上 

    ②：臨床医学系の教授のうちから    ２名以上 

    ③：看護部より師長以上から      ２名以上 

    ④：人文・社会科学の学識経験者    １名以上 

    ⑤：本学と利害関係を有しないもの   １名以上 

    ⑥：その他医学部長が必要と認めたもの 若干名 
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