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ベンゾジアゼピン医療過誤訴訟の高裁判決を踏まえて 

 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

倫理委員会委員 弁護士 田邉 昇 殿 

 

平成３０年７月１３日 

全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会 

代表 多田 雅史 

BYA-HP: https://www.benzodiazepine-yakugai-association.com/ 

 

背景 猛暑の候 貴殿におかれましては益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。  

さて、平成３０年６月２８日、名古屋高等裁判所で係争中のベンゾジアゼピン医療過誤

事件（平成２９年（ネ）第３２２号損害賠償請求控訴事件、原審：名古屋地方裁判所平成

２５年（ワ）第５２４９号、被告国立循環器病研究センター）について、高裁の判決（付

属文書１）があり、１審地裁判決に続いて「医療事故である」ことを判示し、すでに国立

循環器病研究センターは賠償金の仮払いを申し出てきたため、当会は、この機会に、同判

決で示された司法判断を踏まえて、同センターの小川久雄理事長に対し、別紙のとおり、

法令で定められた義務への対応及び被告内部組織の各委員会への対応について、その実

施・審理・検証を請求し、合わせて、その結果の報告について、情報公開することを要求

しました。 

そこで、当会は、貴殿が同センターの倫理委員会委員として、上述の法令で定められた

義務への対応及び被告内部組織の各委員会への対応について、真摯に、審理・検証を実施

されるようにお願い申し上げます。 

 

敬具 

別紙 

〇ベンゾジアゼピン医療過誤訴訟の高裁判決を踏まえて（要求書） 

・・国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 理事長 小川 久雄 殿 宛て 

 

以上 

  

https://www.benzodiazepine-yakugai-association.com/
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〒530-0047 

大阪市北区西天満 2-8-1 大江ビルヂング 512 

中村・平井・田邉法律事務所 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

倫理委員会委員 弁護士 田邉 昇 殿 

 

 

     全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会 多田雅史 

 

〒630-0112  

奈良県生駒市鹿ノ台東 2-8-6 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

倫理委員会委員 株式会社森田企画 

代表取締役 森田 秀樹 殿 

 

 

       

      全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会 多田雅史 

 

〒565-0871 

大阪府吹田市山田丘 2 番 8 号テクノアライアンス棟 4 階 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

倫理委員会委員 大阪大学データビリティフロンティア機構 

ビッグデータ社会技術部門 特任講師 山本 奈津子 殿 

 

 

全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会 多田雅史 
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〒606-8501  

京都市左京区吉田近衛町 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

倫理委員会委員 京都大学大学院 医学系研究科 社会健康医学系専攻  

医療統計学分野 助教 米本 直裕 殿 

 

 

      全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会 多田雅史 

 

〒603-8577  

京都府京都市北区等持院北町 56-1 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

倫理委員会委員 立命館大学文学部 人文学科哲学・倫理学専攻 

准教授 林 芳紀 殿 

 

 

      全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会 多田雅史 

 

〒540-0006  

大阪府大阪市中央区法円坂１丁目１−３５ 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

倫理委員会委員 NPO 法人ちゃいるどネット大阪 

理事 棚田 純子 殿 

 

 

      全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会 多田雅史 

 

 


