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各種委員会
Committees of BRC

1. 筑波研究所研究倫理委員会（◎：委員長）（＊：迅速審査委員）

◎  町野　朔  上智大学　法学部　教授（委員長：平成 16年 7月 27日～）

◎  雨宮　浩  国立小児病院　小児医療センター　名誉センター長（～平成 16年 3月 31日）

＊  有賀　千浪  田辺製薬株式会社　薬物動態研究所探索毒性Ｇ　研究員（理研非常勤嘱託）

＊  小幡　裕一  理化学研究所　バイオリソースセンター　リソース基盤開発部長

 田嶼　尚子  東京慈恵会医科大学　内科学　教授

 棚村　友博  シティユーワ法律事務所　弁護士

 中村　幸夫  理化学研究所　バイオリソースセンター　細胞材料開発室長

 深尾　立  労働者健康福祉機構　千葉労災病院　院長  （平成 16年 4月 1日～）

 久松　道夫  つくば市　総務部長

 増成　隆士  筑波大学　現代語・現代文化学系　教授

 松村　外志張  株式会社ローマン工業　細胞工学センター　所長

平成 15、16年度上半期筑波研究所、研究倫理委員会は下記の日程で開催された。
名称 開催日 場所
第 4回 平成 15年 6月 25日 (水 ) 筑波研究所バイオリソース棟 1階会議室
第 5回 平成 15年 8月 18日 (月 ) 筑波研究所バイオリソース棟 1階会議室
第 6回 平成 16年 7月 27日 (火 ) 筑波研究所バイオリソース棟 1階会議室
迅速審査 平成 15年度上半期・1回

2.　遺伝子組換え実験安全委員会

 高橋　智  国立大学法人筑波大学　生命科学動物資源センター　教授

 岡　　成美  (独 )農業生物資源研究所　新生物資源創出研究グループ長（つくば市推薦）

 福田　庄市  つくば市議会議長（～平成 15年 1月まで）（つくば市推薦）

 兼平　英雄  つくば市議会議長（平成 15年 2月～）（つくば市推薦）

 住谷　利雄  つくば市　市民環境部長（平成 15年 4月～平成 15年 11月 1日）（つくば市推薦）

 飯泉　敏夫  つくば市　市民環境部長（平成 15年 11月 2日～平成 16年 3月 31日）

         　　（つくば市推薦）

 酒井　晃  つくば市　市民環境部長（平成 16年 4月 1日～）（つくば市推薦）

 石井　恂  麻布大学　名誉教授（つくば市推薦）

 笠井　文絵  (独 )国立環境研究所　生物圏環境研究領域　系統・多様性研究室長

 小幡　裕一  理化学研究所　バイオリソースセンター　リソース基盤開発部（安全主任者）
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 天沼　宏  理化学研究所　分子細胞生物学研究室　主任研究員

 小林　正智  理化学研究所　リソース基盤開発部　実験植物開発室長

 深海　薫  理化学研究所　リソース基盤開発部　情報解析技術室長

 増田　勝彦  理化学研究所　筑波研究所　研究推進部長

    （平成 15年 11月 2日～平成 16年 6月 30日）

 富田　悟  理化学研究所　筑波研究所　研究推進部長（平成 16年 7月 1日～）

平成 15、16年度筑波研究所、遺伝子組換え実験安全委員会は下記の日程で開催された。
年度 　 開催日

平成 15年度 組換えＤＮＡ実験安全委員会 平成 15年 10月 21日 (火 )
平成 15年度 組換えＤＮＡ実験安全委員会 平成 16年 2月 3日 (火 )
平成 16年度 遺伝子組換え実験安全委員会 平成 16年 8月 3日 (火 )

3.　動物審査委員会

 八神　健一  国立大学法人筑波大学　生命科学動物資源センター長

 久保田　元嘉  つくば市　市民環境次長

 小倉　淳郎  理化学研究所　リソース基盤開発部　遺伝工学基盤技術室長

 石井　俊輔  理化学研究所筑波研究所　石井協力研究グループ（石井分子遺伝学研究室）　

         グループヘッド

 若菜　茂晴  理化学研究所筑波研究所　城石協力研究グループ（動物ゲノム機能情報研究グループ）

      　マウス変異開発研究チーム　チームリーダー

 吉木　淳  理化学研究所　リソース基盤開発部　実験動物開発室　先任研究員

 小幡　裕一  理化学研究所　バイオリソースセンター　リソース基盤開発部（安全主任者）

 富田　悟  理化学研究所　筑波研究所　研究推進部長

平成 15、16年度筑波研究所、動物審査委員会は下記の日程で開催された。
年度 開催日

平成 15年度 平成 15年 12月 17日 ( 水 )
平成 16年度 平成 16年 6月 21日 ( 月 )

4. アドバイザリー・カウンシル

 江口　吾朗  尚絅学園　理事長

 黒木　登志夫  岐阜大学　学長

 菅野　晴夫  (財 )癌研究会　名誉研究所長

 高畑　尚之  総合研究大学院大学　副学長

 永井　克孝  三菱化学生命科学研究所　所長

 Stephen D.M. Brown  Medical Research Council,  Mouse Genome Center, 所長（アメリカ合衆国）

 Jean-Louis Guenet  Unite de Genetique des Mammiferes, Institute Pasteur所長（フランス）

 Maarten Koornneef Laboratory of Plant Genetics, Wageningen University（オランダ）

 Lloyd J. Old Ludwig Institute for CancerResearch所長（アメリカ合衆国）

 Kenneth Paigen The Jackson Laboratory所長（アメリカ合衆国）
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5. 業務推進アドバイザー

相沢　慎一  理化学研究所  発生・再生科学総合研究センター　Gディレクター（分子生物学）

 伊藤登志夫  (財 )実験動物中央研究所　ICLASモニターリングセンター　センター長代理（実験動物学）

 勝木　元也  岡崎国立共同研究機構　基礎生物学研究所　所長   （発生工学）

 小原　雄治  国立遺伝学研究所　教授（遺伝子発現ネットワークの解析）

 五條堀　孝  国立遺伝学研究所　教授（遺伝情報科学）

 珠玖　 洋  三重大学　医学部　学部長（内科学）

 中内　啓光  東京大学医科学研究所  ヒト疾患モデル研究センター  教授（実験動物学）

 吉川　泰弘  東京大学大学院　農学生命科学研究科　教授（実験動物学）　

 吉田　光昭  万有製薬 (株 )  筑波研究所   所長（ウイルス学）

6.リソース検討委員会

実験動物検討委員会（◎：委員長）

 木南　 凌  新潟大学大学院　医歯学総合研究科　教授（分子遺伝学）

 城石　俊彦　 国立遺伝学研究所　教授　（哺乳類遺伝学）

  理化学研究所　ゲノム科学総合研究センター　P ディレクター

 日合　 弘  滋賀県立成人病センター　総長（実験病理学）

 山村　研一  熊本大学　副学長，動物資源開発研究センター長（遺伝子の発生工学）

 横山　峯介  新潟大学脳研究所　附属生命科学リソース研究センター

  動物資源開発支援研究部門　教授（哺乳類の発生工学及び生殖工学）

◎  米川　博通  (財 )東京都臨床医学研究所　副所長（疾患モデルマウスの系統樹立）

実験植物検討委員会（◎：委員長）

◎  岡田   清孝  京都大学　理学部　教授（植物分子遺伝学）

  理化学研究所　植物科学研究センター　Ｇディレクター

 奥野　員敏  (独 )農業生物資源研究所　ジーンバンク長（植物バイオテクノロジー）

 萩原　保成  京都府立大学大学院　農学研究科　教授（細胞遺伝学）

 鎌田　 博  筑波大学　遺伝子実験センター　教授（植物発生分化）

 後藤　伸治  宮城教育大学　名誉教授（植物生理学）

 篠崎　一雄  理化学研究所　ゲノム科学総合研究センター　Ｇディレクター

  （植物分子生物学）

 田畑　哲之  かずさＤ   Ｎ   Ａ      研究所  植物遺伝子研究部  部長（ｼﾛｲﾇﾅｽﾞﾅ DNA構造解析）

細胞材料検討委員会（◎：委員長）

 赤池   敏宏  東京工業大学　生命理工学部　教授（細胞工学）

 今村　　亨 ( 独 ) 産業技術総合研究所　産業技術総合研究所　脳神経情報研究部門　総括研究員

  脳細胞制御研究グループ　グループリーダー（兼任）

 笹井　芳樹  理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター　

  Ｇディレクター（ＥＳ細胞）

◎  中畑　龍俊  京都大学大学院　医学研究科　教授（血液幹細胞）

 中山　睿一  岡山大学　医学部　教授　（免疫生物学）        

 仁籐　新治  田辺製薬（株）　先端医学研究所  所長（ＥＳ細胞）

 許　  南浩  岡山大学　医学部　教授（分子細胞生物学）　
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（ほう  なんほ）

遺伝子検討委員会（◎：委員長）

◎  斎藤　 泉  東京大学医科学研究所　教授（ベクターの開発）

 長谷川　護  ディナベック株式会社　代表取締役社長（遺伝子治療診断用のベクター開発）

 濱田　洋文  札幌医科大学　医学部　教授（ウィルスベクターの開発）

 増保　安彦  東京理科大学  薬学部  教授（ゲノム科学と創薬）

 向井鐐三郎  国立感染症研究所　筑波医学実験用霊長類センター　室長

 松島　綱治  東京大学大学院　医学系研究科　教授（分子予防医学）

 宮崎　純一  大阪大学大学院　医学系研究科　教授（ベクターの開発）

 吉田　 純  名古屋大学　医学部　教授（脳腫瘍の診断と治療）

微生物検討委員会（◎：委員長）

◎  伊藤　進  (独 )海洋研究開発機構　極限環境生物フロンティア研究システム　深海微生物領域長

 栗崎　純一  (独 )農業生物資源研究所　遺伝資源研究グループ　グループ長

 篠田　純男  国立大学法人岡山大学　薬学研究科　科長・教授

 鈴木　健一朗  (独 )製品評価技術基盤研究機構　バイオテクノロジー本部　生物遺伝資源部門長

 炭田　精造  (財 )バイオインダストリー協会　常務理事

 西村　和子  国立大学法人千葉大学　真菌医学研究センター　センター長

 渡邊　信  (独 )国立環境研究所　生物環境領域長

 伊藤　剛  (独 )農業生物資源研究所　ゲノム研究グループ　ゲノム情報研究チーム

情報検討委員会（◎：委員長）

 菊池　俊一  科学技術振興事業団　データベース開発部　主任情報員

 中村　保一  かずさＤ   Ｎ   Ａ      研究所　植物遺伝子第一研究室（植物ゲノム科学）

 松本　耕三  徳島大学　助教授（実験動物データベースの構築）

 宮下　信泉  香川大学  総合生命科学実験センター  助教授（哺乳類遺伝学、実験動物学）

◎  山崎由紀子  国立遺伝学研究所　助教授（生物遺伝資源情報データベースの構築）

平成 15年度リソース検討委員会は下記の日程で開催された。
委員会名 開催日 場所

実験動物検討委員会 平成 15年 11月 21日（金） ＫＫＲホテル東京
実験植物検討委員会 平成 15年 11月 25日（火） ＫＫＲホテル東京
細胞材料検討委員会 平成 15年 11月 28日（金） ＫＫＲホテル東京
遺伝子材料検討委員会 平成 15年 11月 28日（金） ＫＫＲホテル東京
情報検討委員会 平成 15年 11月 27日（木） ＫＫＲホテル東京

平成 15、16年度微生物リソース準備検討委員会は下記の日程で開催された。
委員会名 開催日 場所

微生物リソース準備検討委員会 平成 16年 2月 20日（金） 筑波研究所ＢＲＣ棟 103・105
微生物リソース準備検討委員会 平成 16年 4月 9日（金） 東京国際フォーラム

7. サーチ委員会（◎：委員長）

◎  小幡　裕一  バイオリソースセンター　リソース基盤開発部長

 富田　悟  筑波研究所　研究推進部長

 小林　正智  バイオリソースセンター　実験植物開発室長

 中村　幸夫  バイオリソースセンター　細胞材料開発室長
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横山　和尚  バイオリソースセンター　遺伝子材料開発室長

辨野　義己  バイオリソースセンター　微生物材料開発室長

小倉　淳郎  バイオリソースセンター　遺伝工学基盤技術室長

深海　薫  バイオリソースセンター　情報解析技術室長

阿部　訓也  バイオリソースセンター　動物変異動態解析技術開発チームリーダ

城石　俊彦  ゲノム科学総合研究センター　プロジェクトディレクター

花岡　文雄  中央研究所　細胞生理学研究室　主任研究員


