2017 年度公正研究推進連絡会議
わが国の研究の成果とその発信力の向上に向けて
～ポジティブ面の強化とネガティブ面の抑制を考える～
日

時 ： 2018 年 3 月 6 日（火）13：00～18：00 （情報交換会 18：30～20：00）

場

所 ： 東京大学本郷キャンパス 安田講堂ほか

主

催 ： 一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）

共

催 ： 日本薬学会、日本工学会、日本農学会、生物科学学会連合、国立研究開発法人日本医療研究開発機構
（AMED）、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）、独立行政法人日本学術振興会（JSPS）、AMED
支援国際誌プロジェクト（信州大学、大阪市立大学）

後

援 ： 内閣府、文部科学省、厚生労働省、日本学術会議、一般社団法人日本医学会連合、東京大学
※≪資料名≫
第 1 部：基調講演、APRIN 活動報告 （安田講堂）

13:00 -13:02

開会挨拶
浅島 誠 （APRIN 理事長、東京理科大学副学長）

13:02 -13:05

後援挨拶
塚本 圭二 （文部科学省 科学技術・学術政策局人材政策課 研究公正推進室長）

13:05 -13:20

【基調講演１】 今日における研究者の社会的責任とは何か ≪第 1 部・基調講演（市川家國）≫
市川 家國 （APRIN 専務理事、信州大学医学部特任教授）

13:20 -13:50

【基調講演２】 科学者の役割
吉川 弘之 （APRIN 会長、国立研究開発法人科学技術振興機構 上席フェロー）

13:50 -14:20

【基調講演３】 Retractions, Post-Publication Peer Review, and Fraud: What We've Learned At
Retraction Watch. ≪第 1 部・基調講演（Ivan Oransky）≫
Ivan Oransky （Retraction Watch 創始者）

14:20 -14:55

【基調講演４】 Research Oversight The Critical Roles of the Ethical Review Committee (ERC) and
the Institution ≪第 1 部・基調講演（P. Pearl O'Rourke）≫
P. Pearl O'Rourke (Harvard 系大学病院研究倫理審査委員会代表）

14:55 -15:10

APRIN 全体の活動報告 ≪第 1 部・全体の活動報告≫
浅島 誠 （APRIN 理事長、東京理科大学副学長）

15:10 -15:20

APRIN 分科会の活動報告
医生命科学系 市川 家國 （APRIN 専務理事、信州大学医学部特任教授）
≪第 1 部・分科会の活動報告（医生命科学系）≫
理工学系 池田 駿介 （APRIN 専務理事、（株）建設技術研究所国土文化研究所顧問）
≪第 1 部・分科会の活動報告（理工学系）≫
人文社会学系 井野瀬 久美恵 （APRIN 理事、甲南大学文学部教授）

15:20 -15:30

休憩

第 2 部：パネルディスカッション （安田講堂）
15:30 -16:10

「どのような教育機会の提供が、研究者にとって効率よく効果的か」
黒木 登志夫 （APRIN 医生命科学系分科会委員、日本学術振興会学術システム研究センター顧問）
井野瀬 久美恵 （APRIN 理事、甲南大学文学部教授）
札野 順 （APRIN 理事、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授）
三木 浩一 （APRIN 医生命科学系分科会委員、慶應義塾大学大学院法務研究科教授）

16:10 -16:25

休憩・移動 （安田講堂を除く） ※同時通訳用レシーバーを回収いたします。
第 3 部：分科会別討論会・全体報告会

（安田講堂、工学部 2 号館 1 階 211～213 講義室） ※分科会会場は当日、ご案内いたします。
16:25 -17:15

医生命科学系

理工学系

人文社会学系

研究支援人材系

座長：吉田 雅幸（APRIN

座長：池田 駿介

座長：井野瀬 久美恵

座長：中野 義知

評議員、東京医科歯科

（APRIN 専務理事、

（APRIN 理事、甲南大

（APRIN 分科会委員）

大学生命倫理研究センタ （株）建設技術研究所
ーセンター長）

学文学部教授）

≪第 3 部・分科会別討

国土文化研究所顧問） ≪第 3 部・分科会別討 論会（研究支援人材
論会（人文社会学系） 系、中野義知）≫
講演１） 依田 照彦

≫

（APRIN 教育教材作成

講演： 井上 裕幸

委員会委員、早稲田

（文部科学省 科学技

大学名誉教授）

術・学術政策局 人材
政策課 研究公正推進

講演２） 三木 哲也

室 室長補佐）

（APRIN 理工学系分科

≪第 3 部・分科会別討

会委員、電気通信大

論会（研究支援人材

学特任教授）

系、井上裕幸）≫

17:15 -17:30

休憩・移動 （安田講堂を除く）

17:30 -17:55

全体報告会
医生命科学系 吉田 雅幸（APRIN 評議員、東京医科歯科大学生命倫理研究センターセンター長）
理工学系 池田 駿介 （APRIN 専務理事、（株）建設技術研究所国土文化研究所顧問）
人文社会学系 井野瀬 久美恵 （APRIN 理事、甲南大学文学部教授）
研究支援人材系 中野 義知（APRIN 分科会委員）

17:55 -18:00

閉会挨拶
福嶋 義光 （APRIN 理事、信州大学特任教授（医学部））

18:00 -18:30

移動 （情報交換会参加者のみ） ※同時通訳用レシーバーを回収いたします。
情報交換会

（工学部 2 号館 2 階 松本楼展示室）

18:30 - 20:00 情報交換会 ※松本楼展示室入口の受付にて、参加費を頂戴いたします。

