
金城学院大学動物実験指針 

（2006 年６月 12 日制定） 

終改定 2011 年 12 月 12 日  

１ 目的 

  この指針は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年 10 月１日法律第 105 号）、

実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年４月 28 日環境省告

示第 88 号）、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６月

１日文部科学省告示第 71 号）及び動物実験の適正な実施に向けたガイドライン（平成 18

年６月１日日本学術振興会策定）の趣旨に基づき、金城学院大学（以下「本学」という。）

における動物実験の質的向上と実験動物の適正な使用及び取扱を図るとともに、動物実

験を行う実験者自ら遵守すべき規範として定めるものである。 

２ 適用範囲 

  この指針は、本学において実施するすべての動物実験に適用する。 

３ 施設、設備、組織の整備 

  学長及び関係部局長は、動物実験を適正かつ円滑に実施するために必要な動物実験の

場及び飼育設備を整備するとともに、その管理運営に必要な体制の整備に努めなければ

ならない。 

４ 動物実験計画書の提出及び審査 

（１） 動物実験をする実験者は、動物実験計画書を提出しなければならない。 

（２） 動物実験計画書の審査及び動物実験に必要な指導助言は、本学動物実験委員会

（以下「委員会」という。）で行う。 

（３） 委員会に関する事項は、これを別に定める。 

５ 実験計画の立案 

（１） 実験者は、動物実験の範囲を教育、研究目的に必要 小限にとどめるよう配慮

しなければならない。 

（２） 実験者は、科学的観点から も適正な実験動物種の選択、実験方法の検討を行

わなければならない。 

（３） 実験者は、研究計画について委員会の審査及び学長の承認を得なければならな

い。また、実験者は、動物実験に代替しうる方法の可能性を十分に検討しなければなら

ない。 

（４） 実験者は、供試動物の選択にあたり、実験成績の精度並びに再現性を左右する

供試動物の数、遺伝学的あるいは微生物学的品質、育成環境等を考慮し、特に微生物学

的品質に関しては、施設の管理者の指示に従わなければならない。 



（５） 実験者は、野生動物を用いる場合には、自然保護の観点からも十分に検討する

こと。また、いわゆるワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引

に関する条約〔昭和 55 年条約第 25 号〕）等に抵触しないようにしなければならない。 

６ 実験動物の導入 

（１） 実験者は、動物を施設へ導入するにあたり、動物の発注条件、異常、死亡の有

無を確認するとともに、動物の状態、輸送方法、輸送時間等を記録しなければならない。 

（２） 実験者は、導入された動物について、感染症その他の疾病の検疫を実施又は確

認するものとし、動物を新しい飼育環境に馴化させるよう努めなければならない。 

（３） 動物の検収及び検疫の業務は、全部又は一部について、施設の管理者の指導監

督の下に熟練した技術者に依頼することができる。 

７ 実験動物の飼育管理 

（１） 飼育室及び飼育機器は、動物の逃亡を防ぐとともに外部からの汚染元となる微

生物の侵入を防ぐものでなければならない。 

（２） 実験者は、動物実験の施設や設備の適切な維持管理を行い動物の健康及び安全

に十分留意し、適切な給餌、給水等の飼育管理を行い、可能な限り清潔で快適な環境で

飼育するようにしなければならない。 

（３） 実験者は、実験中のみならず施設への導入時から不要処分にいたる全ての期間

にわたって、動物の状態を仔細に観察し記録し適切な処置を施さなければならない。 

（４） 実験者は、実験動物の汚染等により施設が汚染されないよう必要な措置を講じ

なければならない。 

８ 実験操作 

（１） 実験者は、腫瘍等の動物への移植又は培養細胞の動物への移入、あるいは動物

の免疫機能を低下させるような実験等を行う場合には、感染防御に十分注意を払わなけ

ればならない。 

（２） 実験者は、動物に無用な苦痛を与えないように配慮しなければならない。無用

な苦痛があると委員会が判断した場合は、実験方法等の変更を求めることができる。 

９ 実験終了後の措置 

  実験者は、実験を終了又は中断し不要となった動物の処置については、速やかに苦痛

から解放させるため、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18

年４月 28 日環境省告示第 88 号）に定める方法により措置するものとする。 

10 安全管理等に特に注意を要する実験 

  実験者は、物理学的、化学的、もしくは生物学的に特に注意を要する試料又は病原体

を取り扱う動物実験を実施する場合、人の安全の確保に努めなければならない。また、

飼育環境の汚染により他の動物が障害を受けたり、実験結果の信頼性が損なわれないよ

うにするとともに実験施設周辺への汚染防止に努めなければならない。 

11 他の機関で定められた指針等との関係 



  実験者が所属する学会等他の機関で動物実験にかかわる指針を定めている場合には、

その指針を熟知するとともに遵守しなければならない。もし、その指針等とこの指針と

に矛盾が生じた場合は、委員会に判断を求めるものとする。 

12 指針の改廃 

  この指針の改廃は、大学評議会の審議に基づき、常任理事会の議決を経てこれを行う。 

附 則（2006 年６月 12 日常任理事会） 

この指針は、2006 年６月 12 日から施行する。 

附 則（2011 年 12 月 12 日常任理事会）  

この指針は、2011 年 12 月 26 日から施行する。  

 



金城学院大学動物実験委員会規程 

 （2006 年６月 12 日制定） 

最終改定 2011 年 12 月 12 日  

（根拠） 

第１条 この規程は、金城学院大学動物実験指針に基づき、動物実験委員会（以下「委員

会」という。）に関して必要な事項を定める。 

（組織） 

第２条 委員会は、次の委員をもって構成する。 

（１） 動物実験に関して優れた識見を有する教員の中から５名 

（２） 実験動物に関して優れた識見を有する教員の中から２名 

（３） その他学識経験を有する教員の中から１名  

２ 委員は、学長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は１期２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充する。後任者の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（委員長等） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の中から互選する。 

２ 委員会に副委員長を置き、委員長が指名した委員をもって充てる。 

（運営） 

第５条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席により成立し、出席した委員の過半数により決

定する。可否同数のときは、議長が決定する。 

３ 審査の対象となる研究に関わる委員は、該当事項の審議、議決に加わることはできな

い。 

４ 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。 

（業務） 

第６条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１） 動物実験計画書の審査 

（２） 動物実験に関する指導助言 

（３） 教育訓練の実施 

（４） その他、動物実験に関する事項 

２ 委員会は、動物実験に関して、申請がない場合でも委員会が必要と認めた場合、申請

を求めることができる。 

（審査の判定） 



第７条 学長は、委員会の審査結果をもとに、次の各号に掲げる区分により判定する。 

（１） 承認 

（２） 条件付承認 

（３） 不承認 

（判定の通知） 

第８条 委員長は、審査終了後、速やかに申請者に対して審査の結果を文書で通知しなけ

ればならない。 

（研究結果の報告） 

第９条 申請者は、当該研究終了後、速やかに研究結果にかかる報告書を委員長を経て学

長に提出しなければならない。 

（改善措置等） 

第 10 条 学長は、研究結果にかかる報告をもとに、必要があれば改善措置等の指示を行う。 

（施行細則） 

第 11 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、これを別に定める。 

（所掌事務） 

第 12 条 委員会に関する事務は、教育研究支援部がこれを行う。 

（規程の改廃） 

第 13 条 この規程の改廃は、大学評議会の審議に基づき、常任理事会の議決を経てこれを

行う。 

附 則（2006 年６月 12 日常任理事会） 

１ この規程は、2006 年６月 12 日から施行する。 

２ この規程の施行後最初に選出された委員の任期は、第３条の規定にかかわらず 2008 年

３月 31 日までとする。 

附 則（2011 年 12 月 12 日常任理事会）  

この規程は、2011 年 12 月 26 日から施行する。 

 



金城学院大学実験動物教育研究施設規程 

 

（2012年 12月 17日制定） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、金城学院大学実験動物教育研究施設（以下「本施設」という。）に

関して必要な事項を定める。 

２ この規程における実験動物教育研究施設とは、実験動物を恒常的に飼養若しくは保管、

動物実験等を行う施設・設備をいう。 

（施設長） 

第２条 本施設に実験動物教育研究施設長（以下「施設長」という。）を置く。 

２ 施設長は、学長が任命する。 

３ 施設長は、本施設の業務を統括し、代表する。 

４ 施設長の任期は、１期２年とし、再任を妨げない。 

（委員会） 

第３条 本施設の管理運営をはかるために、金城学院大学実験動物教育研究施設管理運営

委員会（以下「本委員会」という。）を置く。 

２ 本委員会に関する規程は、これを別に定める。 

（所掌事務） 

第４条 本施設に関する事務は、教育研究支援部がこれを行う。 

（規程の改廃） 

第５条 この規程の改廃は、大学評議会の審議に基づき、常任理事会の議決を経てこれを

行う。 

附 則（2012年 12月 17日常任理事会） 

この規程は、2012年 12月 17日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



金城学院大学実験動物教育研究施設管理運営委員会規程 

 

（2012年 12月 17日制定） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、金城学院大学実験動物教育研究施設規程第３条第２項に基づき、金

城学院大学実験動物教育研究施設管理運営委員会（以下「本委員会」という。）に関して

必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 本委員会は、金城学院大学実験動物教育研究施設（以下「本施設」という。）に

関する次の各号に掲げる事項について審議する。 

（１） 本施設の管理運営に関する事項 

（２） 予算に関する事項 

（３） その他、本施設に関する事項 

（組織） 

第３条 本委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

（１） 実験動物教育研究施設長（以下「施設長」という。） 

（２） 本施設を利用する教員の中から６名 

２ 委員は、学長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、１期２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充する。後任者の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（委員長） 

第５条 本委員会に委員長を置き、施設長がその任に就く。 

２ 委員長は、本委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行す

る。 

（会議） 

第６条 本委員会は、委員の３分の２以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数

により決定し、可否同数のときは、議長が決定する。 

２ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴取すること

ができる。 

（施行細則） 

第７条 施設内の動物飼育に関する申合せは、これを別に定める。 

（所掌事務） 



第８条 本委員会に関する事務は、教育研究支援部がこれを行う。 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、大学評議会の審議に基づき、常任理事会の議決を経てこれを

行う。 

附 則（2012年 12月 17日常任理事会） 

この規程は、2012年 12月 17日から施行する。 
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Ⅰ. 規程及び体制等の整備状況 
 
１. 機関内規程 
１）評価結果 
   ■ 基本指針に適合する機関内規程が定められている。 
   □ 機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 機関内規程が定められていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
  ・金城学院大学動物実験指針 
  ・金城学院大学動物実験委員会規程  
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
  ・機関内規程が適正に定められている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
  ・該当せず。 
 
２． 動物実験委員会 
１）評価結果 
   ■ 基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。 
   □ 動物実験委員会は置かれているが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 動物実験委員会は置かれていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
  ・金城学院大学動物実験指針 
  ・金城学院大学動物実験委員会規程 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
  ・動物実験委員会が設置され、適正に運営されている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
  ・該当せず。 
 
３．動物実験の実施体制 
（動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告の実施体制が定められているか？） 
１）評価結果 
   ■基本指針に適合し、動物実験の実施体制が定められている。 
   □動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。 
   □動物実験の実施体制が定められていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
  ・金城学院大学動物実験指針 
  ・金城学院大学動物実験委員会規程 
  ・動物実験計画書 
  ・動物実験計画の審査結果について（報告） 
  ・動物実験計画の審査結果について（通知） 
  ・動物実験結果報告書 
  ・動物実験結果報告について 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
  動物実験指針及び動物実験委員会規程に適正に定められている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
  該当せず。 
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４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制 
 （遺伝子組換え動物実験、感染動物実験等の実施体制が定められているか？） 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められている。 
 □ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべ

き点がある。 
 □ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められていない。 
 □ 該当する動物実験は行われていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・金城学院大学動物実験指針 
 ・動物実験計画書 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
 ・動物実験指針に適正に定められている。 
 ・動物実験計画書時に届け出る体制が整っている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
 ・該当せず。 
 
５．実験動物の飼養保管の体制 
 （機関内における実験動物の飼養保管施設が把握され、各施設に実験動物管理者が置か

れているか？） 
１）評価結果 
 ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・金城学院大学動物実験指針 
 ・動物実験計画書 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・動物実験指針に適正に定められている。 
 ・動物実験計画時に届け出る体制が整っている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
 ・該当せず。 
 
６．その他(動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果) 
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Ⅱ. 実施状況 
 
１．動物実験委員会 
 （動物実験委員会は、機関内規程に定めた機能を果たしているか？） 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、適正に機能している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・動物実験計画書 
 ・動物実験結果報告書 
 ・動物実験委員会議事録 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・金城学院大学動物実験委員会規程に基づき、適正な委員会活動を実施している。 
４）改善の方針、達成予定時期 
 ・該当せず。 
 
２．動物実験の実施状況 
 （動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告が実施されているか？） 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、適正に動物実験が実施されている。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・金城学院大学動物実験指針 
 ・金城学院大学動物実験委員会規程 
 ・動物実験計画書 
 ・動物実験計画の審査結果について（報告） 
 ・動物実験計画の審査結果について（通知） 
 ・動物実験結果報告書 
 ・動物実験結果報告について 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・金城学院大学動物実験指針、金城学院大学動物実験委員会規程に基づき、適正な動物

実験が実施されている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
・該当せず。 
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３．安全管理を要する動物実験の実施状況 
 （当該実験が安全に実施されているか？） 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、当該実験が適正に実施されている。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
 □ 該当する動物実験は、行われていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
・金城学院大学動物実験指針 
・金城学院大学動物実験委員会規程 

 ・動物実験計画書 
 ・動物実験計画の審査結果について（報告） 
 ・動物実験計画の審査結果について（通知） 
 ・動物実験結果報告書 

・動物実験結果報告について 
 ・金城学院大学遺伝子組換え実験安全管理規程 
 ・組換え DNA 実験計画書 
 ・組換え DNA 実験計画書（第二種使用等拡散防止措置確認申請書）の審査結果について 
  （報告） 
 ・組換え DNA 実験計画書（第二種使用等拡散防止措置確認申請書）の審査結果について 
  （通知） 
 ・組換え DNA 実験結果等報告書 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
・金城学院大学動物実験指針、金城学院大学遺伝子組換え実験安全管理規程に基づき、

適正な動物実験が実施されている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
 ・該当せず。 
 
４．実験動物の飼養保管状況 
 （実験動物管理者の活動は適切か？ 飼養保管は飼養保管手順書等により適正に実施さ

れているか？） 
１）評価結果 
 ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・金城学院大学動物実験指針 
 ・金城学院大学実験動物教育研究施設規程 
 ・実験動物の飼養保管状況 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・金城学院大学動物実験指針、金城学院大学実験動物教育研究施設規程に基づき、適正

に実施されている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
 ・該当せず。 
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５．施設等の維持管理の状況 
 （機関内の飼養保管施設は適正な維持管理が実施されているか？ 修理等の必要な施設

や設備に、改善計画は立てられているか？） 
１）評価結果 
 ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に維持管理されている。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・金城学院大学動物実験指針 
 ・金城学院大学実験動物教育研究施設規程 
・金城学院大学実験動物教育研究施設管理運営委員会規程 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・金城学院大学動物実験指針、金城学院大学実験動物教育研究施設規程、金城学院大学

実験動物教育研究施設管理運営委員会規程に基づき、適正に実施されている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
 ・該当せず。 
 
６．教育訓練の実施状況 
 （実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者等に対する教育訓練を実施しているか？） 
１）評価結果 
 ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・金城学院大学動物実験委員会規程 
 ・動物実験委員会議事録 
 ・教育訓練受講者リスト 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・適正な内容、参加者で教育訓練を実施している。 
４）改善の方針、達成予定時期 
 ・該当せず。 
 
７．自己点検・評価、情報公開 
 （基本指針への適合性に関する自己点検・評価、関連事項の情報公開を実施しているか？） 
１）評価結果 
 ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・本自己点検・評価報告書 
 ・実験動物の飼養保管状況 
 ・動物実験委員会議事録 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・情報公開について取り決め通り進められている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
 ・該当せず。 
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８．その他 
 （動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果） 
 
 
 
 



実験動物の飼養保管状況 
 

飼養施設 飼養動物 飼養保管数 
ＳＰＦ施設 ラット 79  

コンベンション施設 

マウス 44  
ラット 32  
モルモット 5  
ウサギ 0  

2019.2.28 現在 
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