首都大学東京研究安全倫理委員会規程
平成 17 年度法人規程第 17 号
制定

平成 17 年４月１日

（目的）
第１条

首都大学東京（大学院を含む。以下「本学」という。）に所属する教員、大学院

生、学生、研究生等（以下「教員等」という。
）が行う人を対象とする研究、遺伝子組換
え実験及び動物実験が、次の各号に掲げる指針及び宣言（以下「指針等」という。）並び
に本学の別に定める管理規程の趣旨に沿った倫理的配慮のもとに行われることを目的と
して、キャンパスごとに必要な研究安全倫理委員会（以下「委員会」という。）を置く。
なお、複数のキャンパスで共通の委員会を置くことを妨げるものではない。
(1) ヘルシンキ宣言（1964 年第 18 回世界医師会ヘルシンキ総会採択）及びリスボン宣
言（1981 年第 34 回世界医師会リスボン総会採択）
(2) 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成 26 年文部科学省・厚生労働省告
示第３号）
(3) ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成 13 年文部科学省・厚生労働省
告示第１号）
(4) ヒトＥＳ細胞の樹立に関する指針（平成 26 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号）
(5) ヒトＥＳ細胞の分配及び使用に関する指針
（平成 26 年文部科学省告示第 174 号）
（平
成 27 年 2 月 20 日訂正）
(6) 看護研究のための倫理指針（国際看護師協会 平成 15 年）
(7) 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成 18 年文部科学省告示
第 71 号）
(8) その他研究に関する倫理指針及びそれに類するもの
（平 17 規程 109・平 18 規程 19・平 26 規程 22・平 27 規程 19・一部改正）

（委員会の職務）
第２条 委員会は、学長の諮問機関として、次の各項に掲げる事項を職務とする。
２ 人を対象とする研究及び人から採取したヒトゲノム・遺伝子解析研究に対し、倫理的
観点及び科学的観点から審査する。
なお、申請のない場合であっても、必要と認められる場合は、教員等に対して研究計
画の申請を求めることができる。
３ ヒト ES 細胞の樹立・使用に関する研究について、樹立・使用計画又はその変更の科
学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査を行い、その適否、留意事項、改善
事項等に関して審議する。
４ 遺伝子組換え実験の安全管理について、遺伝子組換え等の使用等の規制による生物の

多様性の確保に関する法律（平成 15 年法律第 97 号）及び公立大学法人首都大学東京遺
伝子組換え実験安全管理規程（平成 17 年度法人規程第 48 号。以下「安全管理規程」と
いう。
）に基づき、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 法律等に対する適合性
(2) 実験方法の改善勧告及び実験一時停止命令に関すること。
(3) 実験にかかる教育訓練及び健康管理に関すること。
(4) 事故発生の際の必要な措置及び改善策に関する基本的事項
また、必要に応じ安全主任者及び実験責任者に対して、報告、説明を求めることがで
きる。
５ 動物実験等に関して、以下の事項について審議する。
(1) 動物実験計画の指針等及び首都大学東京動物実験管理規程（平成 18 年度法人規程第
20 号）に対する適合性
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又
は体制に関すること。
(5) 自己点検･評価に関すること。
(6) その他動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。
６ 委員会は、審議及び審査に当たり、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 研究の対象となる者の人権の擁護
(2) 研究によって生じ得る対象者への不利益及び危険性
(3) 研究の対象となる者（必要のある場合は、その家族又は保護義務者）に理解を求め
同意を得る手続
(4) 動物福祉への配慮
(5) その他委員会において、倫理上の配慮が必要であると認められる事項
（平 17 規程 109・平 18 規程 19・平 27 規程 19・一部改正）

（委員会の構成）
第３条 委員会は、本条に掲げる委員をもって構成し、対象となる実験及び研究に応じ、
指針等の定めに基づき、審査を担当する。
２ 人を対象とする研究及び人から採取したヒトゲノム・遺伝子解析研究について担当
する委員会の構成は、次の各号の要件を全て満たさなければならない。この場合にお
いて、第 2 号および第 4 号に掲げる者は兼ねることができる。
(1) 関係部局長が指名する教員が含まれていること。
(2) 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含まれていること。
(3) 研究対象者の観点も含めて一般の立場に立って意見を述べられる者が含まれている
こと。

(4)委員会の設置されている機関に所属しない者が含まれていること。
(5)男女両性で構成されていること。
(6)5 名以上であること。
３ ヒトＥＳ細胞研究について担当する委員会の構成は、次の各号の要件を全て満たさな
ければならない。
(1) 生物学及び医学に関する専門家が含まれていること。
(2) 法律に関する専門家が含まれていること。
(3) 生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者が含まれていること。
(4) 一般の立場に立って意見を述べられる者が含まれていること。
(5)法人に所属する者以外の者が含まれていること。
(6)樹立・使用計画を実施する者、樹立・使用責任者との間に利害関係を有する者及び使
用責任者の３親等以内の親族は委員になることはできない。
４ 遺伝子組換え実験について担当する委員会の構成は、次の各号の要件を全て満たさな
ければならない。
(1) 関係部局長が指名する教員が含まれていること。
(2) 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含まれていること。
(3) 医学系の専門家が含まれていること。
(4) 教職員の健康安全管理に責任を有する事務職員が複数含まれていること。
(5) 遺伝子組換え実験安全主任者が含まれていること。
５ 動物実験について担当する委員会の構成は、次の各号の要件を全て満たさなければな
らない。
(1) 関係部局長が指名する動物実験等に関して優れた識見を有する教員が含まれている
こと。
(2) 関係部局長が指名する実験動物に関して優れた識見を有する教員が含まれているこ
と。
(3) 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含まれていること。
６ 本条第１項から前項までの規定に関わらず、法律等に基づき、研究の対象に応じ、臨
時委員として委員を追加できるものとする。
（平 17 規程 109・平 18 規程 19・平 27 規程 19・一部改正）

（委員長）
第４条 委員会に委員長を置く。
２ 委員長は、委員の互選により選出する。
３ 委員長は、委員会を招集し、主宰する。
４ 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
５ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
（平 27 規程 19・一部改正）

（任期）
第５条 委員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の
残任期間とする。
（平 18 規程 19・平 27 規程 19・一部改正）

（運営）
第６条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
２ 会議は、委員の 3 分の２以上の出席をもって成立する。
３ 委員は、自己の申請に関する審査に関与することができない。
４ 委員会は、原則として、非公開とする。
５ 委員会の庶務は、別表に定める部署において行う。
６ 委員会は、必要に応じて他キャンパスの委員会に委任又は合同して審議することがで
きる。
（平 18 規程 19・一部改正・別表改正、平 19 規程 35・別表改正）

（委員以外からの意見の聴取）
第７条 委員長は、必要があると認めたときは、議事に関係のある教員又は事務局職員の
出席を求めることができる。
（守秘義務）
第８条 委員会の委員は、審査上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
２ 前項の守秘義務は、委員の任期終了後においても同様に遵守しなくてはならない。
３ 委員以外の委員会関係者においても、この委員会によって知り得た情報を正当な理由
なく漏らしてはならない。
（審査の公正保持）
第９条 委員会における審査の公正を保持するため、学長その他の関係者は、委員会の活
動の自由及び独立が保障されるよう努めなければならない。
２ 委員会は、審査を行った研究に関して、研究対象者等の人権を尊重する観点並びに当
該研究の実施上の観点及び審査の中立性若しくは公平性の観点から重大な懸念が生じた
場合には、速やかに学長に報告しなければならない。
（平 18 規程 19・平 27 規程 19・一部改正）

（委任）
第１０条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、各キャン
パスの委員会において定める。
（平 18 規程 19・平 27 規程 19・一部改正）

附 則（平成 17 年法人規程第 17 号）
この規程は、平成 17 年４月１日から施行する。
附 則（平成 18 年３月 31 日 17 法人規程第 109 号）

この規程は、平成 18 年４月１日から施行する。
附

則（平成 19 年３月 30 日 18 法人規程第 19 号）

１ この規程は、平成 19 年４月１日から施行する。
２ この規程の制定前に任命された委員の任期は、従前の例による。
附 則（平成 20 年３月 31 日 19 法人規程第 35 号）
この規程は、平成 20 年４月１日から施行する。
附 則（平成 27 年３月 31 日 26 法人規程第 22 号）
この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。
附 則（平成 28 年３月 31 日 27 法人規程第 19 号）
この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。
別表（第６条関係）
（平 18 規程 19・平 19 規程 35・一部改正）
キャンパス

委員会の庶務を担当する課

南大沢

首都大学東京管理部理系管理課

日野

日野キャンパス管理部管理課

荒川

荒川キャンパス管理部管理課

