認定臨床研究審査委員会一覧
設置者の氏名又は法人の名称

2021年1月31日現在

臨床研究審査委員会の名称

臨床研究審査委員会の所在地

認定番号

認定日

所管の地方厚生局

1 国立大学法人

北海道大学

国立大学法人北海道大学臨床研究審査委員会

北海道札幌市北区北14条西5丁目

CRB1180001

平成30年3月30日

北海道厚生局

2 国立大学法人

東北大学

東北大学臨床研究審査委員会

宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

CRB2180001

平成30年3月30日

東北厚生局

3 公立大学法人

福島県立医科大学

公立大学法人福島県立医科大学臨床研究審査委員会

福島県福島市光が丘1番地

CRB2180002

平成30年3月30日

東北厚生局

4 学校法人

日本医科大学

学校法人日本医科大学臨床研究審査委員会

東京都文京区千駄木1-1-5

CRB3180001

平成30年3月30日

関東信越厚生局

5 学校法人

北里研究所

北里大学医学部・病院臨床研究審査委員会

神奈川県相模原市南区北里1丁目15番1号

CRB3180002

平成30年3月30日

関東信越厚生局

6 学校法人

自治医科大学

自治医科大学臨床研究審査委員会

栃木県下野市薬師寺3311-1

CRB3180003

平成30年3月30日

関東信越厚生局

量子科学技術研究開発機構

千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1

CRB3180004

平成30年3月30日

関東信越厚生局

医療法人沖縄徳洲会臨床研究審査委員会

神奈川県鎌倉市岡本1370番1

CRB3180005

平成30年3月30日

関東信越厚生局

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター臨床研究審査委員会

東京都小平市小川東町4-1-1

CRB3180006

平成30年3月30日

関東信越厚生局

公立大学法人横浜市立大学臨床研究審査委員会

神奈川県横浜市金沢区福浦3-9

CRB3180007

平成30年3月30日

関東信越厚生局

7 国立研究開発法人
8 医療法人

量子科学技術研究開発機構

沖縄徳洲会

9 国立研究開発法人
10 公立大学法人

国立精神・神経医療研究センター

横浜市立大学

臨床研究審査委員会

11 国立研究開発法人

国立がん研究センター

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院臨床研究審査委員会

東京都中央区築地5丁目1番1号

CRB3180008

平成30年3月30日

関東信越厚生局

12 国立研究開発法人

国立がん研究センター

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院臨床研究審査委員会

千葉県柏市柏の葉6丁目5番1号

CRB3180009

平成30年3月30日

関東信越厚生局

13 国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合連合会虎の門病院臨床研究審査委員会

東京都港区虎ノ門2丁目2番2号

CRB3180010

平成30年3月30日

関東信越厚生局

14 学校法人

昭和大学

学校法人昭和大学臨床研究審査委員会

東京都品川区旗の台1-5-8

CRB3180011

平成30年3月30日

関東信越厚生局

15 学校法人

順天堂

順天堂医院臨床研究審査委員会

東京都文京区本郷3丁目1番3号

CRB3180012

平成30年3月30日

関東信越厚生局

16 学校法人

日本大学

日本大学医学部附属板橋病院

東京都板橋区大谷口上町30番1号

CRB3180013

平成30年3月30日

関東信越厚生局

臨床研究審査委員会

17 国立大学法人

信州大学

国立大学法人信州大学臨床研究審査委員会

長野県松本市旭3-1-1

CRB3180014

平成30年3月30日

関東信越厚生局

18 国立大学法人

千葉大学

国立大学法人千葉大学臨床研究審査委員会

千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目8番1号

CRB3180015

平成30年3月30日

関東信越厚生局

19 学校法人

東邦大学

東邦大学医学部臨床研究審査委員会

東京都大田区大森西5丁目21番16号

CRB3180016

平成30年3月30日

関東信越厚生局

20 学校法人

慶應義塾

慶應義塾臨床研究審査委員会

東京都新宿区信濃町35

CRB3180017

平成30年3月30日

関東信越厚生局

21 独立行政法人

国立病院機構

独立行政法人国立病院機構本部臨床研究審査委員会

東京都目黒区東が丘2丁目5番21号

CRB3180018

平成30年3月30日

関東信越厚生局

22 独立行政法人

国立病院機構

独立行政法人国立病院機構東京医療センター臨床研究審査委員会

東京都目黒区東が丘2-5-1

CRB3180019

平成30年3月30日

関東信越厚生局

23 国立大学法人

東京医科歯科大学

東京医科歯科大学臨床研究審査委員会

東京都文京区湯島1丁目5番45号

CRB3180020

平成30年3月30日

関東信越厚生局

国立研究開発法人国立国際医療研究センター臨床研究審査委員会

東京都新宿区戸山1-21-1

CRB3180021

平成30年3月30日

関東信越厚生局

名古屋市立大学病院臨床研究審査委員会

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

CRB4180001

平成30年3月30日

東海北陸厚生局

愛知県がんセンター臨床研究審査委員会

愛知県名古屋市千種区鹿子殿1番1号

CRB4180002

平成30年3月30日

東海北陸厚生局

藤田医科大学臨床研究審査委員会

愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98

CRB4180003

平成30年3月30日

東海北陸厚生局

24 国立研究開発法人
25 公立大学法人

国立国際医療研究センター

名古屋市立大学

26 愛知県知事
27 学校法人

藤田学園

28 国立大学法人

金沢大学

金沢大学臨床研究審査委員会

石川県金沢市宝町13番1号

CRB4180005

平成30年3月30日

東海北陸厚生局

29 国立大学法人

三重大学

三重大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

三重県津市江戸橋2丁目174番地

CRB4180006

平成30年3月30日

東海北陸厚生局

設置者の氏名又は法人の名称
30 学校法人

金沢医科大学

臨床研究審査委員会の名称

臨床研究審査委員会の所在地

認定番号

認定日

所管の地方厚生局

金沢医科大学臨床研究審査委員会

石川県河北郡内灘町大学1丁目1番地

CRB4180007

平成30年3月30日

東海北陸厚生局

31 国立大学法人

浜松医科大学

国立大学法人浜松医科大学臨床研究審査委員会

静岡県浜松市東区半田山1丁目20番1号

CRB4180008

平成30年3月30日

東海北陸厚生局

32 独立行政法人

国立病院機構

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床研究審査委員会

愛知県名古屋市中区三の丸4丁目1番1号

CRB4180009

平成30年3月30日

東海北陸厚生局

京都府立医科大学臨床研究審査委員会

京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

CRB5180001

平成30年3月30日

近畿厚生局

京都府京都市左京区吉田近衛町

CRB5180002

平成30年3月30日

近畿厚生局

CRB5180003

平成30年3月30日

近畿厚生局

33 京都府公立大学法人

京都府立医科大学

34 国立大学法人

京都大学

京都大学臨床研究審査委員会

35 公立大学法人

大阪市立大学

大阪市立大学医学部附属病院

36 公立大学法人

和歌山県立医科大学

公立大学法人和歌山県立医科大学臨床研究審査委員会

和歌山県和歌山市紀三井寺811番地1

CRB5180004

平成30年3月30日

近畿厚生局

兵庫医科大学 臨床研究審査委員会

兵庫県西宮市武庫川町1番1号

CRB5180005

平成30年3月30日

近畿厚生局

37 学校法人

兵庫医科大学

臨床研究審査委員会

大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7

あべのメディックス6階

38 独立行政法人

国立病院機構

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター臨床研究審査委員会

大阪府大阪市中央区法円坂2-1-14

CRB5180006

平成30年3月30日

近畿厚生局

39 国立大学法人

大阪大学

大阪大学臨床研究審査委員会

大阪府吹田市山田丘2-2

CRB5180007

平成30年3月30日

近畿厚生局

40 国立大学法人

岡山大学

岡山大学臨床研究審査委員会

岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号

CRB6180001

平成30年3月30日

中国四国厚生局

41 国立大学法人

山口大学

国立大学法人山口大学臨床研究審査委員会

山口県宇部市南小串1丁目1番1号

CRB6180002

平成30年3月30日

中国四国厚生局

42 国立大学法人

徳島大学

徳島大学臨床研究審査委員会

徳島県徳島市蔵本町2丁目50番地の1

CRB6180003

平成30年3月30日

中国四国厚生局

43 国立大学法人

愛媛大学

国立大学法人愛媛大学臨床研究審査委員会

愛媛県東温市志津川

CRB6180004

平成30年3月30日

中国四国厚生局

44 国立大学法人

長崎大学

長崎大学臨床研究審査委員会

長崎県長崎市坂本1丁目7番1号

CRB7180001

平成30年3月30日

九州厚生局

45 国立大学法人

琉球大学

琉球大学臨床研究審査委員会

沖縄県中頭郡西原町字千原1番地

CRB7180002

平成30年3月30日

九州厚生局

46 独立行政法人

国立病院機構

独立行政法人国立病院機構九州医療センター臨床研究審査委員会

福岡県福岡市中央区地行浜1-8-1

CRB7180003

平成30年3月30日

九州厚生局

特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡臨床研究審査委員会

福岡県福岡市東区馬出3-1-1

CRB7180004

平成30年3月30日

九州厚生局

九州大学病院臨床研究審査委員会

福岡県福岡市東区馬出3丁目1番1号

CRB7180005

平成30年3月30日

九州厚生局

静岡県立静岡がんセンター臨床研究倫理審査委員会

静岡県駿東郡長泉町下長窪1007

CRB4180010

平成30年4月17日

東海北陸厚生局

埼玉医科大学臨床研究審査委員会

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地

CRB3180022

平成30年4月23日

関東信越厚生局

47 特定非営利活動法人
48 国立大学法人

治験ネットワーク福岡

九州大学

49 静岡県知事
50 学校法人

埼玉医科大学

九州大学先端医療イノベーションセンター1階

51 国立大学法人

熊本大学

国立大学法人熊本大学臨床研究審査委員会

熊本県熊本市中央区本荘1-1-1

CRB7180006

平成30年4月26日

九州厚生局

52 国立大学法人

滋賀医科大学

国立大学法人滋賀医科大学臨床研究審査委員会

滋賀県大津市瀬田月輪町

CRB5180008

平成30年5月9日

近畿厚生局

53 国立大学法人

神戸大学

神戸大学臨床研究審査委員会

兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2

CRB5180009

平成30年5月9日

近畿厚生局

国立研究開発法人国立成育医療研究センター臨床研究審査委員会

東京都世田谷区大蔵二丁目10番1号

CRB3180023

平成30年5月9日

関東信越厚生局

54 国立研究開発法人

国立成育医療研究センター

55 国立大学法人

宮崎大学

宮崎大学臨床研究審査委員会

宮崎県宮崎市清武町木原5200番地

CRB7180007

平成30年5月16日

九州厚生局

56 国立大学法人

東京大学

東京大学臨床研究審査委員会

東京都文京区本郷7－3－1

CRB3180024

平成30年5月16日

関東信越厚生局

大阪医科大学

大阪府高槻市大学町２番７号

CRB5180010

平成30年5月24日

近畿厚生局

57 学校法人

大阪医科薬科大学

臨床研究審査委員会

58 国立大学法人

新潟大学

新潟大学中央臨床研究審査委員会

新潟県新潟市中央区旭町通1番町754番地

CRB3180025

平成30年5月24日

関東信越厚生局

59 国立大学法人

鳥取大学

鳥取大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

鳥取県米子市西町３６番地の１

CRB6180005

平成30年5月24日

中国四国厚生局

60 国立大学法人

広島大学

広島大学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

CRB6180006

平成30年5月30日

中国四国厚生局

設置者の氏名又は法人の名称
61 学校法人

愛知医科大学

62 地方独立行政法人

東京都健康長寿医療センター

臨床研究審査委員会の名称

臨床研究審査委員会の所在地

認定番号

認定日

所管の地方厚生局

愛知医科大学病院臨床研究審査委員会

愛知県長久手市岩作雁又１番地１

CRB4180011

平成30年6月8日

東海北陸厚生局

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター臨床研究審査委員会

東京都板橋区栄町３５－２

CRB3180026

平成30年6月12日

関東信越厚生局

63 医療法人社団

服部クリニック

医療法人社団服部クリニック臨床研究審査委員会

東京都八王子市別所1-15-18

CRB3180027

平成30年6月12日

関東信越厚生局

64 国立大学法人

香川大学

香川大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

香川県木田郡三木町大字池戸１７５０－１

CRB6180007

平成30年6月25日

中国四国厚生局

65 国立大学法人

筑波大学

筑波大学臨床研究審査委員会

茨城県つくば市天王台1-1-1

CRB3180028

平成30年7月3日

関東信越厚生局

66 公立大学法人

奈良県立医科大学

奈良県立医科大学臨床研究審査委員会

奈良県橿原市四条町840番地

CRB5180011

平成30年7月12日

近畿厚生局

JAPSAM中央臨床研究審査委員会

愛知県名古屋市昭和区高峯町13番地8

CRB4180012

平成30年7月12日

東海北陸厚生局

富山大学臨床研究審査委員会

富山県富山市杉谷2630番地

CRB4180013

平成30年7月19日

東海北陸厚生局

大阪国際がんセンター臨床研究審査委員会 大阪府大阪市中央区大手前三丁目１番６９号

CRB5180012

平成30年7月20日

近畿厚生局

70 地方独立行政法人 大阪府立病院機構

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター臨床研究審査
大阪府大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号
委員会

CRB5180013

平成30年7月27日

近畿厚生局

71 国立大学法人 島根大学

島根大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

島根県出雲市塩冶町89-1

CRB6180008

平成30年8月6日

中国四国厚生局

72 国立大学法人 山梨大学

国立大学法人山梨大学臨床研究審査委員会

山梨県中央市下河東１１１０番地

CRB3180029

平成30年8月9日

関東信越厚生局

73 国立大学法人 弘前大学

国立大学法人弘前大学臨床研究審査委員会

青森県弘前市大字文京町1番地

CRB2180003

平成30年8月22日

東北厚生局

74 学校法人 川崎学園

川崎医科大学臨床研究審査委員会

岡山県倉敷市松島５７７番地

CRB6180009

平成30年9月19日

中国四国厚生局

75 学校法人

産業医科大学臨床研究審査委員会

福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1番1号

CRB7180008

平成30年9月28日

九州厚生局

国立大学法人大分大学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

CRB7180009

平成30年9月28日

九州厚生局

岩手医科大学臨床研究審査委員会

岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1-1

CRB2180004

平成30年10月1日

東北厚生局

日本先進医療医師会臨床研究審査委員会

東京都港区港南2丁目３－１大信秋山ビル4階

CRB3180030

平成30年10月1日

関東信越厚生局

79 国立大学法人 佐賀大学

佐賀大学臨床研究審査委員会

佐賀県佐賀市鍋島5丁目１－１

CRB7180010

平成30年10月2日

九州厚生局

80 学校法人

学校法人慈恵大学臨床研究審査委員会

東京都東京都港区西新橋3-25-8

CRB3180031

平成30年11月6日

関東信越厚生局

81 特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構臨床研究審査委員会

東京都東京都千代田区内神田1丁目８番９号 福田ビル２階

CRB3180032

平成30年11月7日

関東信越厚生局

82 学校法人

東京医科大学臨床研究審査委員会

東京都新宿区新宿6-1-1

CRB3180033

平成30年11月8日

関東信越厚生局

67 特定非営利活動法人
68 国立大学法人

富山大学

69 地方独立行政法人

大阪府立病院機構

産業医科大学

76 国立大学法人

77 学校法人

先端医療推進機構

大分大学

岩手医科大学

78 一般社団法人

日本先進医療医師会

慈恵大学

東京医科大学

地方独立行政法人大阪府立病院機構

83 国立大学法人

高知大学

高知大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

高知県南国市岡豊町小蓮185-1

CRB6180010

平成30年11月22日

中国四国厚生局

84 国立大学法人

鹿児島大学

鹿児島大学臨床研究審査委員会

鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号

CRB7180011

平成30年12月26日

九州厚生局

85 国立大学法人

福井大学

国立大学法人福井大学臨床研究審査委員会

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

CRB5180014

平成31年1月7日

近畿厚生局

86 公益社団法人

鹿児島共済会

公益社団法人鹿児島共済会南風病院

鹿児島県鹿児島市長田町14番3号

CRB7180012

平成31年1月8日

九州厚生局

87 国立大学法人

秋田大学

国立大学法人秋田大学臨床研究審査委員会

秋田県秋田市広面字蓮沼４４番２

CRB2180005

平成31年1月23日

東北厚生局

88 国立大学法人

群馬大学

群馬大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

群馬県前橋市昭和町3丁目39-15

CRB3180034

平成31年2月22日

関東信越厚生局

臨床研究審査委員会
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認定番号

認定日

所管の地方厚生局

89 学校法人 帝京大学

帝京大学医学部臨床研究審査委員会

東京都板橋区加賀2‐11‐1

CRB3180035

平成31年3月13日

関東信越厚生局

90 医療法人社団

医療法人社団盛心会タカラクリニック臨床研究審査委員会

東京都品川区東五反田2丁目3番2号タイセイビル9階

CRB3190001

平成31年4月16日

関東信越厚生局

特定非営利活動法人日本美容皮膚研究会臨床研究審査委員会

神奈川県横浜市西区みなとみらい2－3－5

CRB3190002

令和元年5月30日

関東信越厚生局

一般財団法人日本肌再生医学会臨床研究審査委員会

東京都 新宿区西新宿3-7-1

CRB3190003

令和元年5月30日

関東信越厚生局

盛心会タカラクリニック

91 特定非営利活動法人

92 一般財団法人

日本美容皮膚研究会

日本肌再生医学会

クイーンズタワーC棟8階

新宿パークタワーN30F

93 学校法人

聖マリアンナ医科大学

聖マリアンナ医科大学臨床研究審査委員会

神奈川県 川崎市宮前区菅生二丁目16番1号

CRB3190004

令和元年7月10日

関東信越厚生局

94 学校法人

東海大学

東海大学医学部付属病院臨床研究審査委員会

神奈川県伊勢原市下糟屋143

CRB3190005

令和元年8月26日

関東信越厚生局

95 医療法人社団信濃会信濃坂クリニック

医療法人社団信濃会 信濃坂クリニック臨床研究審査委員会

東京都新宿区左門町２０番地四谷メディカルビル３階

CRB3190006

令和元年11月1日

関東信越厚生局

96 地方独立行政法人

神戸市立医療センター中央市民病院臨床研究審査委員会

兵庫県神戸市中央区港島南町2丁目1番地の1

CRB5190001

令和元年12月16日

97 一般社団法人日本臨床内科医会

一般社団法人日本臨床内科医会

東京都 千代田区神田駿河台2-5

CRB3190007

令和2年1月27日

関東信越厚生局

98 国立大学法人

名古屋大学臨床研究審査委員会

愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地

CRB4180004

令和2年4月7日

東海北陸厚生局

特定非営利活動法人臨床研究の倫理を考える会臨床研究審査委員会

東京都千代田区一番町13番地2

CRB3200001

令和2年7月1日

関東信越厚生局

100 国立大学法人山形大学

国立大学法人山形大学臨床研究審査委員会

山形県山形市小白川町一丁目4-12

CRB2200001

令和2年10月27日

東北厚生局

101 学校法人

学校法人昭和大学臨床研究審査委員会

東京都品川区旗の台1-5-8

CRB3200002

令和2年10月30日

関東信越厚生局

愛知県病院事業庁愛知県がんセンター臨床研究審査委員会

愛知県名古屋市千種区鹿子殿１番１号

CRB4200002

令和2年11月18日

東海北陸厚生局

103 医療法人沖縄徳洲会

医療法人沖縄徳洲会臨床研究審査委員会

神奈川県鎌倉市岡本1370番1

CRB3200003

令和2年11月24日

関東信越厚生局

104 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター臨床研究審査委員会

東京都小平市小川東町４－１－１

CRB3200004

令和2年12月1日

関東信越厚生局

105 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

国立研究開発法人国立成育医療研究センター臨床研究審査委員会

東京都世田谷区大蔵二丁目１０番１号

CRB3200005

令和2年12月4日

関東信越厚生局

106 学校法人

自治医科大学中央臨床研究審査委員会

栃木県下野市薬師寺３３１１－１

CRB3200006

令和2年12月17日

関東信越厚生局

107 京都府公立大学法人

京都府立医科大学臨床研究審査委員会

京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

CRB5200001

令和2年12月17日

近畿厚生局

108 公立大学法人名古屋市立大学

名古屋市立大学臨床研究審査委員会

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１

CRB4200003

令和2年12月23日

東海北陸厚生局

109 国立大学法人徳島大学

徳島大学臨床研究審査委員会

徳島県徳島市蔵本町二丁目５０番地の１

CRB6200001

令和3年1月6日

中国四国厚生局

110 公立大学法人福島県立医科大学

公立大学法人福島県立医科大学臨床研究審査委員会

福島県福島市光が丘１番地

CRB2200002

令和3年1月7日

東北厚生局

111 学校法人 北里研究所

学校法人北里研究所北里大学医学部・大学病院臨床研究審査委員会

神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号

CRB3200007

令和3年1月7日

関東信越厚生局

112 公立大学法人

奈良県立医科大学臨床研究審査会

奈良県橿原市四条町８４０番地

CRB5200002

令和3年1月8日

近畿厚生局

兵庫医科大学

兵庫県西宮市武庫川町1番1号

CRB5200003

令和3年1月8日

近畿厚生局

神戸市民病院機構

東海国立大学機構

99 特定非営利活動法人

昭和大学

102 愛知県知事

113 学校法人

臨床研究の倫理を考える会

大村秀章

自治医科大学

奈良県立医科大学

兵庫医科大学

臨床研究審査委員会

臨床研究審査委員会

東京都医師会館4階

近畿厚生局

114 国立大学法人愛媛大学

国立大学法人愛媛大学臨床研究審査委員会

愛媛県東温市志津川454

CRB6200002

令和3年1月12日

中国四国厚生局

115 国家公務員共済組合連合会

KKR虎の門病院臨床研究審査委員会

東京都港区虎ノ門二丁目2番2号

CRB3200008

令和3年1月13日

関東信越厚生局

116 国立大学法人琉球大学

琉球大学臨床研究倫理審査委員会

沖縄県中頭郡西原町字千原１番地

CRB7200001

令和3年1月13日

九州厚生局

設置者の氏名又は法人の名称

臨床研究審査委員会の名称

臨床研究審査委員会の所在地

認定番号

認定日

所管の地方厚生局

117 国立大学法人東北大学

国立大学法人東北大学 東北臨床研究審査委員会

宮城県仙台市青葉区片平二丁目１－１

CRB2200003

令和3年1月14日

東北厚生局

118 学校法人

東邦大学臨床研究審査委員会

東京都大田区大森西5丁目21番16号

CRB3200009

令和3年1月21日

関東信越厚生局

大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7 あべのメディックス6階

CRB5200004

令和3年1月26日

近畿厚生局

東邦大学

119 公立大学法人大阪

大阪市立大学医学部附属病院

臨床研究審査委員会

120 国立大学法人信州大学

国立大学法人信州大学臨床研究審査委員会

長野県松本市旭３－１－１

CRB3200010

令和3年1月29日

関東信越厚生局

121 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

国立研究開発法人国立国際医療研究センター 臨床研究審査委員会

東京都新宿区戸山1-21-1

CRB3200011

令和3年1月29日

関東信越厚生局

