農学部等アンケート調査結果 ～ 動物実験の管理状況と代替法の導入状況について ～

設問番号→
大学名↓

設問内容→
学部名↓

2（全体についてのコメント）

2-1
貴大学«学部名»または大学
全体に、動物実験委員会は
動物実験委員会と計画書審
ありますか？ある場合には、
査について
学生実習についても審査の
対象としていますか？

（特記事項）

北海道大学

農学部

酪農学園大学

農食環境学群

秋田県立大学
山形大学

生物資源科学部
農学部

宮城大学

（役職）教授、准教授、助教、部長
（専門分野）ウイルス学、口腔解剖学、
獣医病理学、神経工学、分子栄養学、
実験動物学、蛋白質科学、消化管生理
全学委員会がある。学生実 記載させ、全学委員会にお
学 、発生工学、外科学、分子生物学、
習も審査の対象としている。 いて確認している。
数理生理学、食肉科学、獣医疫学、生
命倫理
（資格等）動物実験等に関して優れた識
見を有する者、実験動物に関して優れ
た識見を有する者、その他学識経験を
有する者等
委員数は13 名で、うち 2 名は外部委員
です。(2017 年度実績）
1. フィールド教育研究センター副セン
ター長：教授、農場生態学、農学博士
2. 動物医療センター長：教授、獣医腫
瘍学、獣医学博士
3. 動物実験ステーション長：教授、実験
動物学、獣医学博士
4. 農食環境学群学類教員：教授、動物
生殖工学、農学博士
本学では「動物の安楽死に 5. 農食環境学群学類教員：准教授、応
関する指針」を制定しており、 用生化学、農学博士
全学委員会として動物実験
計画書に記載している方法 6. 農食環境学群学類教員：准教授、環
委員会を設置しています。学
が指針を逸脱していないか 境動物学、農学博士
生実習も審査の対象としてい
審査でチェックしています。ま 7. 獣医学群学類教員：准教授、生産動
ます。
た、報告書においても確認し 物内科学、獣医学博士
ています。 （※指針添付）
8. 獣医学群学類教員：准教授、動物集
中管理学、獣医学博士
9. 獣医学群学類教員：講師、獣医画像
診断学、獣医学博士
10. キリスト教学担当教員：准教授、獣
医倫理学、キリスト教学
11. 学務部長
12. 外部委員、国立大学教授、実験動
物学、獣医学博士
13. 外部委員、国立大学教授、ウイルス
学、獣医学博士
回答無し
回答無し
動物実験計画書には安楽死
方法を書く欄があり、そこに
動物実験専門委員会があり
は使用薬剤名も記載しても
ます。学生実習も審査対象と
らっています。報告書を提出
しています。
してもらい、委員会で確認を
行っています。

食産業学群

東北大学

農学部

茨城大学

農学部

2-2
2-3
2-4
2-5
動物実験計画書に安楽死方
法や使用薬剤名を記載させ
動物実験計画書の審査形式
委員数と、構成委員の肩書き（役職、専
動物実験計画書審査以外の動物実験委
ていますか？また、報告書等
（メール、回覧、会議、実験者
門分野、資格等）
員会の活動内容
でそれらの実施結果を確認し
ヒアリング等）
ていますか？
実験結果（終了）報告書では
殺処分（安楽死）が計画書通
りに行われたかまでは書か
せていない大学も多いと思わ
れます。
（全学委員会） 18 名

【参考資料・ダウンロード先】
資料1． 国立大学法人東北
大学環境・安全委員会 動物
実験専門委員会内規
http://www.clar.med.tohoku.
ac.jp/data/kitei/11th/naiki11th.pdf
資料3．動物実験計画書、教
育研修計画書審査フロー
チャート
http://www.clar.med.tohoku.
ac.jp/flow_chart.html

資料1 のとおり大学全体の
動物実験委員会が設置され
ており、学生実習も審査の対
象になっている。

Web システムによる審査

昨年度までは会議により審
査していましたが、今年度よ
動物飼育室・実験室の立入り調査、教育
りメールによる 査形式とし、
訓練の実施、本学指針の改定等の活動
予備審査、本審査、委員長
をしています。
審査と3 段階による審査を実
施しています。

現在、委員数は1 0 人となります。構成
委員の肩書きは、研究担当理事、管理
者、実験動物管理者、実験動物主任
実験責任者を交えての会議
者、学群長等が指名する学群等の教
形式にて審査を実施していま
授、教職員の健康安全管理等に責任を す。
有する事務職員、研究委員会委員長が
必要と認める者となります。

計画書に安楽死法と使用薬
剤名は記載しなければならな
資料1 ・「第 3 条 （組織）」および資料
い。実施結果については、終
2・.「7.動物実験専門委員会委員一覧
了・中止・年次報告書によ
(P15) 」参照。
り、実験全体の結果報告を
求め、確認している。

（全学委員会）以下の事項について審議
又は調査を行う。
1. 飼養保管施設及び実験室の設置等に
係る審議
2. 教育訓錬の内容及び方法に関すること
3. 動物実験等の実施状況等に係る自己
点検及び評価に関すること
4. 動物実験施設等の定期実地調査
5. その他動物実験等に関する重要事項

資料 3 参照。

•動物実験計画の実施状況及び結果に関
すること。
・施設等及び実験動物の飼養保管状況に
関すること。
•動物実験等の適正な実施に関すること。
•動物実験等に関わる職員の教育訓練に
関すること。
•動物実験等に係る自己点検及び評価に
関すること。

資料1 ・「第 2 条 （所掌事項）」 参照。

文部科学省「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」を踏まえて動物実験委員会を設置し，動物実験計画書を審査しています。

宇都宮大学

農学部

千葉科学大学
東京農業大学

危機管理学部
農学部

委員数： 8 名
【委員構成】 所属 職名 専門分野 資格
等
「研究機関等における動物実
安楽死処置方法，使用薬剤 委員長 農学部 准教授 動物生産学
験等の実施に関する基本指 全学委員会として動物実験 名ともに記載させています。 副委員長 農学部 准教授 動物生産学
会議とメール審議を併用 （少
針」（文部科学省）を踏まえて 委員会を設置しています。学 動物実験成果報告書による 委員 農学部 教授 動物生産学 獣医師
動物実験に関する教育訓練を開催してい
なくとも年1 回は会議を開催
動物実験委員会を設置し， 生実習についても，審査対象 報告を義務付け，確認してい 委員 地域デザイン科学部 助教 環境シ
ます。
する）しています。
動物実験計画書を審査して としています。
ます。
ステム工学
います。
委員 国際学部 教授 国際社会学
委員 教育学部 教授 教育学（理科）
委員 工学研究科 教授 機械知能工学
委員 学術研究部 課長 （事務局）
回答無し
回答無し

東京農業大学

生物産業学部

文部科学省「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」を踏まえて動物実験委員会を設置し、学生実習を含む動物実験計画書を作成し、動物実験委員会が 審査、認可している。また、
動物実験従事者には動物実験ライセンスの取得を義務付け、上記基本指針の順守を徹底している。

ヤマザキ学園大学

動物看護学部

日本獣医生命科学大
学

麻布大学

東海大学

応用生命科学部

回答無し
本学では、文部科学省「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」に
則して動物実験委員会を設
置し、動物実験計画書を審
査しています。また、動物実
験委員会を日本獣医生命科
学大学動物実験規程に基づ
き定期的に開催しています。
詳細については本大学 HP
(http://www.nvlu.ac.jp/resea
rch/ani-exp.html/) に公表し
ていますので、HP をご覧くだ
さい。

生命・環境科学部

農学部

回答内容については可能な
限り農学部における現況に
ついて回答いたしますが、当
大学は動物実験については
全学レベルでの取り組みと
なっております関係上、全学
に関連した回答内容も含ま
れている点、ご了承頂ければ
幸いです。

平成 29 年度 動物実験委員会 （委員
数 ：7 人）
委員長 獣医学科教授、実験系、獣医
師
動物実験委員会は設置され
安楽死方法や使用薬剤名を 副委員長 獣医保健看護学科教授、実
ています。学生実習について
実験計画書に記載させてい 験系、獣医師
も審査の対象となって
ます。報告書で実験全体が 委員 獣医学科准教授、実験系、獣医
います。計画書の有効期限
計画通りに行われたかにつ 師
は 1 年で、同じ内容の実習
いて報告が義務付けられて 委員 獣医学科講師、臨床系、獣医師
であっても毎年、審査を受け
います。
委員 獣医保健看護学科准教授、臨床
ます。
系、獣医師
委員 動物科学科准教授、実験系、獣
医師
委員 食品科学科准教授、実験系
麻布大学動物実験委員会を
設置しており、平成28年度の 安楽殺方法、使用薬剤、投 委員数：19人 構成委員：獣医学部、
申請は260件、差戻し1件、却 与最及び投与方法を記戟し 生命・環境科学部の各学科長、大学院
下1件であった。学生の実習 ている。動物実験等（終了・ 獣医学研究科、環境保健学研究科の
についても審査の対象として 中止）報告書の提出を求めて 各専攻主任、学長が特に必要と認めた
いる。
いる。
者。
（注：全学の件数）
実験計画書において、人道
的エンドポイント、安楽死方
ある。学生実習についても実
法、及び使用薬剤（投与量、
験計画書の提出を義務づ
投与法を含め）の明記を必須 東海大学HP に公開している。
け、大学の指針、規程に従っ
事項としている。報告書につ
て審査している。
いても毎年の提出を義務づ
けている。

動物実験計画書審査の他、動物実験を
行う動物実験施設ならびに動物を飼養管
メールによる審査を行ってい
理する飼養管理施設の承認審査、学生・
ます。委員会の開催は年 3教職員に対する講義（教育・訓練）、学外
5 回程度です。
からの動物実験の管理状況等に関する
質問等への対応、などを行っております

動物実験等の指針に関すること。教育訓
練計画の策定に関すること。動物実験計
画の実施状況に関すること。施設等及び
メール審議、メールでの実験
実験動物の飼育管理状況に関すること。
者ヒアリング。
動物実験等に係る自己点検・評価に関す
ること。その他動物実験等に関し必要な
事項。
件数が全学で300 件弱とな 概要については、大学HPの「東海大学動
るため、回覧を基本とする
物実験委員会規程」を参照していただき
が、会議及び実験者へのヒ たい。本学では、学長承認の得られてい
アリングもケースによって併 ない飼養保管施設・実験室等への生きた
用している。農学部の授業実 動物の持ち込みを禁止している。最低で
習 ・研究 （毎年 30 件程度） も毎年 1 回、動物実験委員会委員による
については、農学部に設置し 現場視察、2 年に 1 回、全学レベルでの
た専門委員会により事前審 委員長視察を実施している（対象：札幌、
査を行うことを義務づけてい 伊勢原、湘南、清水、熊本、阿蘇校舎、沖
る。
縄地域研究センター）。
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動物実験計画書に安楽死方
法や使用薬剤名を記載して
おります。また、毎年度、動
物実験結果報告書で実験に
ついての実施結果を確認し
ています。

新潟大学

農学部

新潟大学動物実験倫理委員
会を設置しております。また、
学生実習についても審査 の
対象としております。

信州大学

農学部

文部科学省「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」を踏まえて
記載させ，確認している。
信州大学動物実験委員会を
設置し，動物実験計画書を
審査している。

石川県立大学

生物資源環境学部

安楽死の方法や薬剤名を記
動物実験委員会はあります。
入することになっております。
学生実習も審査の対象として
報告書で確認を行っておりま
おります。
す。

【動物実験倫理委員会委員数9 名】
動物実験等に関して優れた識見を有す
る者：
・教授：実験心理学
·准教授：動物栄養学
・教授：神経生理学
・教授：口腔解剖学
・教授：分子生物学，神経科学，実験動
物学
実験動物に関して優れた識見を有する
者：
・准教授：動物生産学
•助教：実験動物学
•助教：生殖工学、実験動物学
その他学識経験を有する者：
・准教授：憲法学
医学系 9 (教員8 (動物実験等に関して
優れた識見を有する者 5 , 実験動物に
関して優れた見識を有する者 2 , その
他学識経験を有する者 1) , 担当事務
部）
農学系 1 0 (教員9 (動物実験等に関し
て優れた識見を有する者 3 , 実験動物
に関して優れた識見を有する者 5 , そ
の他学識経験を有する者 1) , 農学部事
務長）
委員5 名および事務局1 名です
委員長は教授、副委員長は准教授、残
りの委員は教授1 名および助教2 名で
す事務局は大学事務局の総務課にあり
ます

・審議事項に応じ、動物実験倫理委員会
（会議）を開催 （年 2～4 回）
·飼養保管施設及び動物実験室設置申請
時の現地視察及び審査
書面審議（メール）及び回覧
•動物実験実施者への動物実験結果報告
方式にて審査しております。
書及び飼養保管状況報告書の提出依頼
審査上の必要に応じて、実
及び提出内容の確認（毎年度）
験者にヒアリングも行いま
•動物実験に関する教育訓練の実施
す。
• 前年度の動物実験に関する実施状況を
基に、自己点検・評価報告書を作成
•動物実験に関する外部検証の受検につ
いての全般的な対応

教育訓練（講習会），飼養保管施設・実験
室の審査（実地調査を含む），自己点検
会議, 場合によりメール審議 評価，外部検証（評価）対応，動物実験の
助言・情報提供，動物実験に関する情報
公開，動物慰霊祭

審査形式は会議およびメー
ル会議です。

動物実験委員会の活動は、実験動物に
関する講習会の実施、実験動物の慰霊
祭、公私立大学実験動物施設協議会の
講習の受講などです。

文部科学省「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」を踏まえて動物実験委員会を設置し、動物実験計画書を審査しています。

名古屋大学

農学部

三重大学

生物資源学部

回答無し

滋賀県立大学

環境科学部

文部科学省「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」を踏まえて動物実験委員会を設置し、動物実験計画書を審査しています。

京都産業大学

総合生命科学部

岡山大学

農学部

岡山理科大学

理学部

広島大学

生物生産学部

山口大学

農学部

徳島大学

生物資源産業学部

九州大学

農学部

佐賀大学

農学部

九州保健福祉大学

薬学部

鹿児島大学

農学部

琉球大学

農学部

回答無し
ご要請のありましたアンケートヘの回答については、本学ホームページでの情報提供をもって代えさせていただき ますので、下記U R L の本学ホームページをご覧いただきますようお願いいたします。
https://www.okayama-u.ac.jp
回答無し
動物実験計画書に安楽死方
別紙のとおり
全学委員会として動物実験 法、使用薬剤名を記載してい
飼養保管施設・実験室設置審査、動物実
(https://www.hiroshimaWeb 申請 ・審査システムに
委員会を有する。学生実習も る。実施結果については、
験講習会（教育訓練）の開催、自己点検・
u.ac.jp/research/research_ethics/anim よる審査
審査の対象としている。
動物実験結果報告書で確認
評価、情報公開等
al_experimentation)
している。
国立大学法人山口大学にお
ける動物使用に関する規則
のとおりです。
本学のHPで公表していますので、そち
上記規則は、本学のHPで公 動物使用計画書 （添付資料
国立大学法人山口大学における動物使
らをご覧ください。
持ち回り審査を基本としてい
表していますので、詳細はそ 1), 動物使用計画報告書（添
用に関する規則第6条に定める とおりで
http://ds22.cc.yamaguchiます。
ちらをご覧ください。
付資料2) のとおりです。
す。
u.ac.jp/~ken-san/animal/index.html
http://ds22.cc.yamaguchiu.ac.jp/~kensan/animal/index.html
(1) 各学部から選出された教員 各1人
計4 名
(2) 先端酵素学研究所次世代酵素学
研究領域，プロテオゲノム研究領域及
次に掲げる事項を審議又は調査し，学長
びオープンイノベーション領域から選出
に報告又は助言する。
された教員 各1人 計3 名
(1) 動物実験等計画の実施状況に関する
(3) 病院（病院に併任された大学院教員
こと。
を構成員として含む。）から選出された
(2) 施設等の状況及び実験動物の飼養保
計画書に安楽死方法や使用 医科系及び歯科系の教員 各1 人 計2
管状況に関すること。
ある。学生実習についても審 薬剤名を記載させており、報 名
(3) 動物実験等の適正な実施及び実験動
会謙形式
査対象している。
告書による報告も求めてい (4) 大学院医歯薬学研究部から選出さ
物の適正な取扱い並びに関係法令等に
る。
れた総合研究支援センター動物資源
関する教育訓練の内容又は体制に関す
研究部門の専任教 員 1人
ること。
(5) その他委員会が必要と認める者 2
(4) 自己点検・評価に関すること 。
名
(5) その他動物実験等の適正な実施のた
※上記委員は 、動物実験等に関して優
めの必要事項に関すること。
れた識見を有する者7 名、実験動物に
関して優れた識見を有する者3 名、そ
の 他学識経験を有する者2 名の計1 2
名で構成している。
本学動物実験委員会規程
本学動物実験委員会規程
動物実験計画書に記載させ
(http://www.kyushu(http://www.kyushuある。学生実習についても審 ている。実施結果は自己点
u.ac.jp/ja/university/information/rule/ 書面審査
u.ac.jp/ja/university/information/rule/rul
査の対象としている。
検報告書に 記載させてい
rulebook/pdf/316/1/2004kitei195.pdf)
ebook/pdf/316/1/2004kitei195.pdf) 第2
る。
第3条のとおり。
条のとおり。
(1) 動物実験計画の実施状況及び結果に
関すること。
(2) 施設等及び実験動物の飼養保管状況
に関すること。
記載させており、報告書等で 2-3 情報公開項目 (http://www.saga(3) 動物実験及び実験動物の適正な取扱
ある。対象としている。
メール会議
実施結果を確認している。
u.ac.jp/koukai/animal.html)
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。
(4) 自己点検・評価に関すること。
(5) 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。
文部科学省「研究機関等に
おける動物実験等の実施に 実験方法へ安楽死方法や使
関する基本指針」を踏まえて 用薬剤名を記載させていま
「九州保健福祉大学動物実験に関する規
本学のH P で公表していますので、そちらをご覧ください。
動物実験委員会を設置し、 す。終了報告書と同時に動
則」に従い、自己点検・評価 、教育訓錬、
動物実験計画書を審査して 物実験の自己点検表を提出
実験動物慰霊祭を実施しています。
います。学生実習についても してもらい確認しています。
審査の対 象です。
（全学委員会）
17名
委員の区分：学長が指名する理事、研
（全学委員会）
究支援センター長が指名する者、各学
文部科学省「研究機関等に
学長に対して、動物実験計画の承認、実
部、各研究 科（大学院臨床心理学研究
おける動物実験等の実施に 動物実験計画書には、安楽
施状況及び結果の把握、飼養保管施設
科を除く。）及び附属病院の教授、准教
関する基本指針」を踏まえて 死の方法、投薬の場合は薬
及び実験室の承認、実験動物の適正な
授又は講師のうちから選出された者、
全学動物実験委員会が設置 剤名・用量・投与経路をそれ
メール、回覧：各委員の審査 飼養・保管、教育訓練、自己点検、評価、
実験動物又は動物実験の専門家、実
されている。また、農学部で ぞれ明記している。また、動
結果は全ての委員が閲覧で 情報公開、その他動物実験等の適正な
験者以外の学識経験者、その他学長が
も独自に動物実験委員会を 物の使用数を記した動物実
きる。
実施に関して報告又は助言を行う。
必 要と認める者
設置している。学生実習にお 験の報告書は年度ごとに学
（農学部委員会）
（農学部委員会）
ける動物の使用についても、 長へ提出している。
動物実験に関する事項、動物実験計画の
5名
審査の対象としている。
審査に関する事項、その他動物実験委員
委員の区分：全学動物実験委員会委
会が必要と認める事項を審議する。
員、農業生産科学科教員、食料生命科
学科教員、農林環境科学科教員、附属
農場教員
実施状況及び結果の把握、飼養保管施
農学部ではなく大学全体とし 動物実験計画書には安楽死 別紙のとおりです。
会議による審査を行ってお 設及び実験室の承認、教育訓練、自己点
て動物実験委員会があり、 の方法、薬剤名、投与量を記 (http://gspd.jim.uり、必要に応じてヒアリングも 検・評価、情報公開、その他動物実験等
学生実習も対象としていま
載し、報告書で確認していま ryukyu.ac.jp/gakusaibu/kenkyu/?page_i
実施しています。
の適正な実施に関して報告又は助言を
す。
す。
d=4872)
行っています。
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