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動物動物実験 行    手続  実験 行    手続  

動物実験計画書 書 方動物実験計画書 書 方

動物実験委員会 教育訓練動物実験委員会 教育訓練

小泉 誠小泉 誠

東京慈恵会医科大学東京慈恵会医科大学  動物実験委員会動物実験委員会

総合医科学研究     実験動物研究施設総合医科学研究     実験動物研究施設
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  動物実験 行    手続 動物実験 行    手続 

    教育訓練 受講教育訓練 受講      

  電子申請     登録     電子申請     登録   

  動物実験計画書 申請    動物実験計画書 申請  

    動物実験実施者   承認 動物実験実施者   承認 

  受     受   

未受講 場合 電子申請     登録      未受講 場合 電子申請     登録      
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登録後 送         案内 従  登録後 送         案内 従  
      設定             設定       
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動物動物実験計画書 書 方実験計画書 書 方
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審査     御一読     審査     御一読     
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関            関            
      共 一覧 表示           共 一覧 表示     
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自動 設定     自動 設定     

       特定 日   指定           特定 日   指定    
実施期間 指定    選択     実施期間 指定    選択     
    場合     場合   年 越     出来    年 越     出来    

          選択               選択     

過去 計画書   過去 計画書   
         可能            可能   
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 責任者 実施者 選択 責任者 実施者 選択

電子申請     電子申請     
登録      方 登録      方 
実験実施者 加     実験実施者 加     
            



動物実験    動物実験              分析          分析

動物 苦痛
Harm

社会的有用性
Benefit

HarmHarm 見合  見合 BenefitBenefit      説明             説明       
HarmHarm 可能 限 低減  配慮   可能 限 低減  配慮  3Rs3Rs                    
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   研究費 申請書  異      研究費 申請書  異     

動物実験 必要性動物実験 必要性 適切 説明        適切 説明       

  Replacement Replacement  代替法  代替法  検討 検討

本委員会   審査  適正 実験計画 基    本委員会   審査  適正 実験計画 基    

動物実験 行     事 保証       動物実験 行     事 保証       

動物実験 必要性 他 代    研究手段 無   動物実験 必要性 他 代    研究手段 無   

     説明 十分   限       説明 十分   限  

当該 計画書 承認           当該 計画書 承認           

in vitroin vitro  in silicoin silico 可能      代替   可能      代替    絶対的絶対的ReplacementReplacement
系統発生学的   低位     用  系統発生学的   低位     用    相対的相対的ReplacementReplacement



14

実験目的 達成      実験目的 達成      

適切 適切 動物種動物種  系統名系統名  性別性別  匹数匹数 選択        選択       

          根拠 説明根拠 説明              

  適切 動物 選択  事 数 減     出来  適切 動物 選択  事 数 減     出来  

                     削減  削減  検討 検討

好発疾患  好発疾患  
先行論文   先行論文   

性差      性差      

統計学的 妥当  統計学的 妥当  

目的 現象    目的 現象    
外挿性  外挿性  
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    項目 自由記述 可能        項目 自由記述 可能    
汎用系統                選択可能   汎用系統                選択可能   

同 系統  導入元 異   性質同 系統  導入元 異   性質
 異     亜系統   異     亜系統  
先行研究    確認     先行研究    確認     

微生物学的品質  微生物学的品質  
導入時    記載       導入時    記載       
                                                        
   特定 病原体        特定 病原体     
            無菌無菌
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注意 不備多  注意 不備多  
系統名  系統名  国際命名規約国際命名規約
                                                                   則  記載        則  記載       
不明 場合 必 不明 場合 必 導入元 確認導入元 確認       特        特 TgTg動物  動物  

  直接実験群     個体 繁殖用個体 新生児 母動物等 直接実験群     個体 繁殖用個体 新生児 母動物等 

          記載               記載       

  繁殖 行 場合  繁殖 行 場合  繁殖計画     備考欄 記載繁殖計画     備考欄 記載    
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実験動物     記述    実験動物     記述    
適切        適切        

      齧歯類     近 霊長類 積極的 用       齧歯類     近 霊長類 積極的 用       

      同 系統 動物     導入元 違   性質 同一 同 系統 動物     導入元 違   性質 同一 

          

            動物  無菌動物 意味    動物  無菌動物 意味    

           薬剤代謝 性差      雌雄 問  薬剤     薬剤代謝 性差      雌雄 問  薬剤

      実験 使用   実験 使用   

      直接実験群     個体      使用動物   計上直接実験群     個体      使用動物   計上

        必要     必要   



  研究計画 方法研究計画 方法  記載 要点記載 要点

動物 対   動物 対   

           操作 行      操作 行   

              程 苦痛 生   程 苦痛 生   

          苦痛 対    対処苦痛 対    対処          

    説明       説明       

                             苦痛 軽減  苦痛 軽減  検討 検討

使用動物数 科学的根拠使用動物数 科学的根拠 説明        説明       

       前項目  使用  動物  合     前項目  使用  動物  合    

                             削減  削減  検討 検討



  研究計画 方法研究計画 方法  記載例記載例
 動物 動物 何      何      
      例 腫瘍 皮下投与   移植    後 抗癌剤 腹腔内 投与  例 腫瘍 皮下投与   移植    後 抗癌剤 腹腔内 投与  
                    抗腫瘍効果 評価   抗腫瘍効果 評価   

   操作   操作 SCAWSCAW 苦痛      設定根拠 苦痛      設定根拠    
          例 腫瘍 成長   避     苦痛 生 得 為           例 腫瘍 成長   避     苦痛 生 得 為           

   操作    操作  苦痛軽減    排除    措置苦痛軽減    排除    措置    
            例 移植 抗癌剤 投与         苦痛軽減措置例 移植 抗癌剤 投与         苦痛軽減措置aa    麻酔下 行      麻酔下 行  
                      薬剤投与  薬剤投与  22週間後           過量投与 安楽死措置週間後           過量投与 安楽死措置aa    
                        速   安楽死      速   安楽死    犠死  殺等 表現 避  犠死  殺等 表現 避      

  必要 場合  必要 場合 人道的        検討人道的        検討              
            例 早期 腫瘍径 例 早期 腫瘍径     mmmm 達  場合 又  達  場合 又     日以内 成長 日以内 成長 
                       場合        場合 COCO22 安楽死措置 安楽死措置bb    安楽死        安楽死    

 使用動物数 根拠使用動物数 根拠    
            例 例 11群    匹数  統計学的 最低限必要 群    匹数  統計学的 最低限必要 66匹   匹   
                薬剤投与群 高用量 中用量 低用量 薬剤投与群 高用量 中用量 低用量 33群 非投与対照群 群 非投与対照群 
                計計44群群2424匹 必要    匹 必要    

具体的 薬剤名 用量 容量  



苦痛 分類     苦痛 分類     

••  SCAWSCAW  Scientists Center for Animal WelfareScientists Center for Animal Welfare
•• ILAR ILAR  Institute of Laboratory Animal ResearchInstitute of Laboratory Animal Research
•• USDA USDA  U.S. Dept. of AgricultureU.S. Dept. of Agriculture
等 諸外国 国家機関 研究会      基準 等 諸外国 国家機関 研究会      基準 

提示       世界的 統一 為      提示       世界的 統一 為      ..
本邦   扱 動物 処置内容 妥当性等   本邦   扱 動物 処置内容 妥当性等   

SCAWSCAW 分類 分類 準用  機関 多   準用  機関 多  

動物実験    苦痛 分類動物実験    苦痛 分類



SCAWSCAW 苦痛 分類 苦痛 分類            AA  

生物個体 用   生物個体 用   実験又 実験又 植物植物  細菌細菌  

  原虫原虫        無脊椎動物無脊椎動物 用  実験  用  実験 

生化学的 植物学的 細菌学的又 微生物学的研究 生化学的 植物学的 細菌学的又 微生物学的研究 

無脊椎動物 用  研究 無脊椎動物 用  研究 

組織培養 組織培養 

剖検又 屠場  得   組織 用  研究 剖検又 屠場  得   組織 用  研究 

発育鶏卵 用  研究 孵化   場合 発育鶏卵 用  研究 孵化   場合 BB以上  以上  

•• 無脊椎動物 神経系 持     刺激 反応   無脊椎動物 神経系 持     刺激 反応   

従  従  無脊椎動物 人道的 扱           無脊椎動物 人道的 扱           



SCAWSCAW 苦痛 分類 苦痛 分類            BB  
脊椎動物脊椎動物 用  研究  動物 対    用  研究  動物 対   殆 殆 

    又 又 全 不快感 与   全 不快感 与    思   実験操作  思   実験操作 

実験 目的    動物 掴  保定     実験 目的    動物 掴  保定     

   有害   物質 注射  採血等 簡単 処   有害   物質 注射  採血等 簡単 処
置 置 

動物 体 検査 健康診断 身体検査等      動物 体 検査 健康診断 身体検査等      

深麻酔下 処置  覚醒    安楽死   実験 深麻酔下 処置  覚醒    安楽死   実験 

短時間    時間  絶食絶水 短時間    時間  絶食絶水 

急速 意識 消失   標準的 安楽死法 急速 意識 消失   標準的 安楽死法 
麻酔薬 過剰投与 麻酔薬 過剰投与 

軽麻酔下又 鎮静下  頸椎脱臼 断首   軽麻酔下又 鎮静下  頸椎脱臼 断首   

本学  申請対象 本学  申請対象           BB以上以上      



SCAWSCAW 苦痛 分類 苦痛 分類            CC  
脊椎動物脊椎動物 用  実験  動物 対    用  実験  動物 対   
    軽微     軽微     又 又 痛 痛  短時間持続  痛   短時間持続  痛  

     伴 実験  伴 実験 
 麻酔下 血管 露出      麻酔下 血管 露出      

       長期間留置           長期間留置     

 行動学的実験     意識   動物 対  行動学的実験     意識   動物 対  

        短期間     伴 保定 拘束  行    短期間     伴 保定 拘束  行    

              用  免疫              用  免疫 

 苦痛 伴       逃    刺激 苦痛 伴       逃    刺激 

 麻酔下  外科的処置  処置後 多少 不快感 伴    麻酔下  外科的処置  処置後 多少 不快感 伴    

 注       注      CC 処置       痛  程度  処置       痛  程度 

     持続時間 応   可能 限  配慮 追加 必要        持続時間 応   可能 限  配慮 追加 必要     



SCAWSCAW 苦痛 分類 苦痛 分類            DD  
脊椎動物脊椎動物 用  実験   用  実験  避         避         

      重度      痛 重度      痛  伴 実験  伴 実験   
 行動面 故意      加    影響 調     行動面 故意      加    影響 調     

 麻酔下    外科的処置  処置後 著  不快感 伴    麻酔下    外科的処置  処置後 著  不快感 伴    
 苦痛 伴 解剖学    生理学的欠損又 障害 起     苦痛 伴 解剖学    生理学的欠損又 障害 起     
 苦痛 伴 刺激 与  実験 動物   刺激  逃     場合 苦痛 伴 刺激 与  実験 動物   刺激  逃     場合 
 長時間 数時間又   以上      動物 身体 拘束     長時間 数時間又   以上      動物 身体 拘束     
 本来 母親 代   不適切 代理母 与     本来 母親 代   不適切 代理母 与     
 攻撃的 行動     自分自身又 同種他個体 損傷      攻撃的 行動     自分自身又 同種他個体 損傷      
 麻酔薬 使用    痛  与     麻酔薬 使用    痛  与     
    ((動物 激  苦悶 表情 示    処置 放射線障害 誘導 動物 激  苦悶 表情 示    処置 放射線障害 誘導 
          種 注射           研究     種 注射           研究   

 注       注      DD 属  実験 行 場合   研究者 動物 対  苦痛 最小限    属  実験 行 場合   研究者 動物 対  苦痛 最小限   
   又 排除      別 方法    検討  責任       又 排除      別 方法    検討  責任    
   他 方法   場合  実験 必要性 十分 説明                  他 方法   場合  実験 必要性 十分 説明               
       苦痛軽減 最大限 努力 必要           苦痛軽減 最大限 努力 必要    



人道的          人道的          

実験動物 激  苦痛  解放  為  実験動物 激  苦痛  解放  為  

      実験 打 切      実験 打 切      

  安楽死処置安楽死処置 施       施      

動物実験 安楽死処置   終了 原則    動物実験 安楽死処置   終了 原則    

実験 最終段階又 鎮痛 鎮静剤 軽減    様 実験 最終段階又 鎮痛 鎮静剤 軽減    様 

   苦痛  動物 解放  手段   安楽死 行   苦痛  動物 解放  手段   安楽死 行  

      RefinementRefinement 苦痛 軽減  苦痛 軽減 

苦痛度 高 実験 致死的 毒性試験 感染実験 苦痛度 高 実験 致死的 毒性試験 感染実験 

    放射線照射等  行 場合 実験責任者 実験計画 放射線照射等  行 場合 実験責任者 実験計画 

       人道的        設定 検討      人道的        設定 検討   

      以上   
人道的        
検討   



死亡 替  人道的        例死亡 替  人道的        例
              兆候 安楽死指標 兆候 安楽死指標 適用適用

腫瘍 成長 影響腫瘍 成長 影響
腫瘍重量 体重 腫瘍重量 体重 10%10%  
腫瘍径腫瘍径  20 mm20 mm            40mm40mm            

潰瘍化 壊死 感染 歩行 摂水 摂餌障害潰瘍化 壊死 感染 歩行 摂水 摂餌障害

皮下 腫瘍皮下 腫瘍
腹水型腫瘍腹水型腫瘍
              

摂餌不良 悪液質摂餌不良 悪液質
対照 比較  対照 比較  2020  以上 低体重 以上 低体重 

7 7 日間 日間 2525  以上 体重減少 悪液質以上 体重減少 悪液質
代謝異常 伴 疾代謝異常 伴 疾
病 慢性的 感染病 慢性的 感染

移動障害移動障害 持続的 横         持続的 横         各種各種

臓器 組織障害臓器 組織障害

呼吸器 呼吸促迫 努力呼吸 咳    呼吸器 呼吸促迫 努力呼吸 咳    
循環器      出血      循環器      出血      
消化器 重度 下痢又 嘔吐消化器 重度 下痢又 嘔吐
末梢神経 弛緩性又 痙攣性麻痺 末梢神経 弛緩性又 痙攣性麻痺 
中枢 旋回 盲目 認知症 痙攣中枢 旋回 盲目 認知症 痙攣

毒性試験毒性試験
全身性 疾患全身性 疾患

進行性 低体温進行性 低体温
正常  正常  1010  以上 体温低下 以上 体温低下 
  歯類    歯類  4-64-6   体温低下  体温低下 

    効力試    効力試
験 感染実験験 感染実験

瀕死 前瀕死状態瀕死 前瀕死状態
予  特定 臨床症状 定義    症状予  特定 臨床症状 定義    症状
 認    場合 安楽死     認    場合 安楽死    

各種各種

LABIO  21  Oct. 2007 LABIO  21  Oct. 2007   引用  引用



SCAWSCAW 苦痛 分類 苦痛 分類            EE  
無麻酔 意識   動物無麻酔 意識   動物 用   動物  用   動物 耐 得 耐 得 

      最大 痛 最大 痛 又 又   以上 痛  与    以上 痛  与     処置    処置   
 処置 際 麻酔薬 使   単 動物 不動化 目的    処置 際 麻酔薬 使   単 動物 不動化 目的    

  筋弛緩薬又 麻痺性薬剤         又   他   筋弛緩薬又 麻痺性薬剤         又   他 

      様作用 持 薬剤  投与           様作用 持 薬剤  投与     

 無麻酔 動物 重度 火傷 外傷 引 起     無麻酔 動物 重度 火傷 外傷 引 起     

 精神疾患    行動 起       精神疾患    行動 起       

 家庭用 電子   又         安楽死 用     家庭用 電子   又         安楽死 用     

 避         致死的      与     避         致死的      与     

 注       注      EE 実験        得   結果 重要          実験        得   結果 重要         

        決  行        決  行                  EE 属  大部分 処置  法     属  大部分 処置  法    

        禁止               行  場合  研究費 没収   禁止               行  場合  研究費 没収   

           当該研究施設 許可登録 取 消                    当該研究施設 許可登録 取 消         
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脊椎動物 全 苦痛 与   脊椎動物 全 苦痛 与   
実験操作 実験操作 SCAWSCAW苦痛      苦痛      
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研究計画 方法 記載     研究計画 方法 記載     
記述    適切     記述    適切     

      動物 加  各  操作     苦痛分類 苦痛軽減措置 動物 加  各  操作     苦痛分類 苦痛軽減措置 

      記載  記載  

      苦痛 生  実験       場合 鎮痛剤 用     苦痛 生  実験       場合 鎮痛剤 用     

            

      苦痛    苦痛      以上 場合  人道的        設定 検討以上 場合  人道的        設定 検討

          

      薬剤 細胞等 投与  場合  動物種 応  用量 濃度 薬剤 細胞等 投与  場合  動物種 応  用量 濃度 

      投与経路 投与容量 記載  投与経路 投与容量 記載  

      使用  動物数 根拠 明確     群設定     使用  動物数 根拠 明確     群設定     
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生  動物 移動 伴 場合    方法    
記載       特 遺伝子改変動物  

     選択 

  認可対象動物 
   確認     
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各関連委員会等  
申請状況 漏   
記載       

該当  実験
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関連           
  低減法 具体的 記載       
動物 投与  場合  活性代謝物 排泄 
    考慮  必要      
MSDS            医薬品  添付 
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使用予定 物質      危険性     使用予定 物質      危険性     
十分 調  対策 講  上 申請       十分 調  対策 講  上 申請       



化学物質          義務化化学物質          義務化

労働安全衛生法 改正    労働安全衛生法 改正    

平成平成    年年  月月  日  義務化日  義務化  

事業者  各事業所 使用  事業者  各事業所 使用  

化学物質等       評価  化学物質等       評価  

適切 対策 講          適切 対策 講          

WebWeb上 利用可能 支援   有  上 利用可能 支援   有  

配布資料 動物実験 安全 行       参照     配布資料 動物実験 安全 行       参照     
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実験 通  最 重 苦痛     
選択       

 研究計画 方法 欄 記述 一致      
具体的 記載       複数選択可  
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自由記述可能    汎用   薬剤     自由記述可能    汎用   薬剤     
     選択可能        選択可能   

        使   解     
研究計画 方法欄 同 符号 記載 



37配布資料 苦痛除去 具体的 方法   参照     配布資料 苦痛除去 具体的 方法   参照     

動物種     禁忌   薬剤      動物種     禁忌   薬剤      
 注意     例          系抗生剤   注意     例          系抗生剤  
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                                    非医薬品非医薬品

現在 麻酔薬及 安楽死誘導薬              現在 麻酔薬及 安楽死誘導薬              
    引火性 爆発性   労働安全衛生上 問題 引火性 爆発性   労働安全衛生上 問題 
    動物  刺激性 侵襲性   動物倫理上 問題 動物  刺激性 侵襲性   動物倫理上 問題 
    刺激性   実験    修飾刺激性   実験    修飾

    複合的理由   海外 教科書      複合的理由   海外 教科書  不適切 明記不適切 明記      
世界的 使用 容認             世界的 使用 容認             本学  本学  RejectReject事例有事例有    

使用   環境       可能 限       等  代替 検討  使用   環境       可能 限       等  代替 検討  
止  得 使用  場合    理由 安全措置 明記       止  得 使用  場合    理由 安全措置 明記       

    安全措置 例安全措置 例  
  防爆対応     内 使用  使用後 動物 遺体及 器具    防爆対応     内 使用  使用後 動物 遺体及 器具  
  十分          揮発消散   後 廃棄     十分          揮発消散   後 廃棄   

 既報  再現性   認     可能性   
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汎用   薬剤          選択可能   汎用   薬剤          選択可能   

 研究計画 方法 欄 記述 一致      
安楽死    方法  存命       理由  
    具体的 記載       

注意 
100%CO2 急速曝露  
  歯類新生児        過剰吸入  
安楽死法   不適切   
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参考   資料等   場合 添付       参考   資料等   場合 添付       

申請   動物実験委員 審査依頼 申請   動物実験委員 審査依頼 
配信    要修正 等 表決      配信    要修正 等 表決      
編集         編集         
  確認  上 申請         確認  上 申請       



3Rs3Rs 則  実験計画 流  則  実験計画 流 

動物実験 必要性 関  検討動物実験 必要性 関  検討

動物種 選定動物種 選定

動物実験 代替法   動物実験 代替法   

妥当数妥当数

処置 伴 苦痛 分類処置 伴 苦痛 分類

実験計画書 提出 審査実験計画書 提出 審査

                

代替法  代替法            
           

再検討再検討
統計学的 過剰統計学的 過剰
又 不十分又 不十分

          EE  計画 再検討  計画 再検討 
但       但       CC・・DD            
当該処置 必要性 苦痛軽減 当該処置 必要性 苦痛軽減 
配慮    明確  具体的 配慮    明確  具体的 
示          示          

ReplacementReplacement

使用  個体数 関  検討使用  個体数 関  検討

ReductionReduction

RefinementRefinement



審査期間          審査期間          

通常3~4週間程度   審査期間  
 計画書 完成度 大  依存      

 出来   推敲  上 御申請     

他機関  審査 厳  他機関  審査 厳  ? or ? or 時間     時間     

各機関 同 法令,指針 基 内規 作成    ,
 本学   特別 審査 厳  又 甘     

          

   本学  電子申請 審査     承認 

 要  期間 短縮     配慮      
 

    計画書審査        計画書審査    



誤字脱字等指摘 細       誤字脱字等指摘 細       

明   誤字脱字 専門用語 誤用  
   審査 信頼性自体 損         
   理解     上  計画書 申請前   
  第三者 校閲 受     推奨致    
動物実験委員会動物実験委員会  ≠≠  実験動物研究施設実験動物研究施設  

一部構成員 重複      別組織   
   動物実験 関  学内諸手続       
   動物実験委員会主管課 研究支援課 
    問 合       
 

        計画書審査 問 合  先計画書審査 問 合  先
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苦痛除去 具体的 方法苦痛除去 具体的 方法
鎮静法 麻酔法 鎮痛法 安楽死法鎮静法 麻酔法 鎮痛法 安楽死法

小泉 誠小泉 誠

東京慈恵会医科大学東京慈恵会医科大学  動物実験委員会動物実験委員会

総合医科学研究     実験動物研究施設総合医科学研究     実験動物研究施設
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鎮静 麻酔 目的鎮静 麻酔 目的

動物 不動化  処置 容易  迅速化   

• 処置 伴 苦痛 最小限 留   

  RefinementRefinement
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動物 順応 訓化動物 順応 訓化→→

麻酔麻酔((術術))前検査前検査 →→

麻酔麻酔((術術))前 絶食前 絶食→→

 輸送     伴 代謝変化 正常化  輸送     伴 代謝変化 正常化 
 動物 正常 状態 把握     動物 正常 状態 把握    
 保定操作 慣            保定操作 慣           
 麻酔前 興奮 抑          麻酔前 興奮 抑         
 麻酔 導入処置 円滑 行    麻酔 導入処置 円滑 行   

  状態不良   麻酔事故 実験以前状態不良   麻酔事故 実験以前
     動物 死亡      防止  動物 死亡      防止 

 嘔吐 誤嚥   麻酔事故 防止  嘔吐 誤嚥   麻酔事故 防止 
 麻酔前 麻酔前66  1212時間 絶食 時間 絶食 

     小型  歯類  原則不要      小型  歯類  原則不要 

鎮静 麻酔処置 際  行     鎮静 麻酔処置 際  行     
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麻酔 中心   動物 処置 流 麻酔 中心   動物 処置 流 

動物 導入動物 導入

術前検査術前検査 前投薬前投薬 導入麻酔導入麻酔

維持麻酔維持麻酔覚醒覚醒適切 術後処置適切 術後処置 鎮痛処置鎮痛処置

絶食絶食

          時間 時間 

訓化訓化

    日以上 日以上 

鎮痛剤等 適用
 実験内容     必   
  鎮痛剤 適用    場合    
    場合 可能 限  他 処置 
  施 努力    

実験 際    動物 苦痛 軽減  為  実験 際    動物 苦痛 軽減  為  
実験 支障   範囲 以下 様 処置 望    実験 支障   範囲 以下 様 処置 望    

 効果発現後  効果発現後 

鎮痛 鎮静剤 抗   剤等鎮痛 鎮静剤 抗   剤等

術創 定期的 消毒 術創 定期的 消毒 
抗生剤 投与等抗生剤 投与等
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麻酔前投与薬 例 麻酔前投与薬 例   

薬剤名薬剤名
投与量 投与量             投与経路  投与経路

              静脈内投与 静脈内投与           筋肉内投与 筋肉内投与           腹腔内投与 腹腔内投与           皮下投与皮下投与  効果等効果等
                                          

          0.040.04  
s.c.s.c.

0.05 0.05 
i.p., s.c.i.p., s.c.

0.040.04  
s.c.s.c.

0.05 0.05 
s.c.s.c.

抗   作用抗   作用
 気道分泌抑制等  気道分泌抑制等 

          55  
i.m., i.pi.m., i.p

2.5-52.5-5  
i.m., i.pi.m., i.p

55  
i.m., i.pi.m., i.p

鎮静 軽度 鎮静 軽度 
          55

i.m., i.p.i.m., i.p.
55
i.p.i.p.

55
i.m., i.p.i.m., i.p.

            0.0.33--0.0.7575  
s.c.s.c.

0.0.1515--0.0.33    
i.p., s.c.i.p., s.c.

0.1 0.1 
i.p., s.c.i.p., s.c.

0.10.1--0.20.2    
i.p.i.p.

0.50.5
i.p.i.p.

用量依存性 鎮静 用量依存性 鎮静 
鎮痛及 筋弛緩作用鎮痛及 筋弛緩作用

          55--1010
i.m., i.p.i.m., i.p.

11--55
i.m., i.p.i.m., i.p.

5 5 
i.m.i.m.

22
i.m.i.m.

55--1010
i.m., i.p.i.m., i.p.

同上同上           
    使    使
用    用    
 多   多       麻      麻 100100  

i.m., i.p.i.m., i.p.
5050--100100  

i.m., i.p.i.m., i.p.
100100--200200  

i.m.i.m.
100100

i.m., i.p.i.m., i.p.

鎮静鎮静
 高用量 深  高用量 深 
鎮静 不動化 鎮静 不動化 

系統    著  感受性 異         注意   系統    著  感受性 異         注意   
使用  麻薬研究者免許 必要 使用  麻薬研究者免許 必要 
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麻酔前投与薬 例麻酔前投与薬 例  

薬剤名薬剤名
投与量 投与量             投与経路  投与経路

効果等効果等
                        

          

0.050.05
s.c., i.m.s.c., i.m.

又         又           

0.01-0.10.01-0.1

0.050.05
s.c., i.m.s.c., i.m.

0.050.05
s.c., i.m.s.c., i.m.

0.050.05
s.c., i.m.s.c., i.m.

抗   作用抗   作用  
 気道分泌抑制等  気道分泌抑制等 

          分解酵素 持 個          分解酵素 持 個
体   体                記載           記載  

          0.5-20.5-2
i.v., i.m.i.v., i.m.

22
i.m.i.m.

  1-21-2
i.m.i.m.

鎮静 軽度 中等度 鎮静 軽度 中等度 

          0.5-20.5-2
i.v., i.p.i.v., i.p.

      鎮静 軽度 鎮静 軽度 

            0.1-0.50.1-0.5
s.c., i.m.s.c., i.m.

  0.0.001-0.1-0.0088
s.c., i.m.. i.v.s.c., i.m.. i.v.

  

用量依存性 鎮静 用量依存性 鎮静 
鎮痛及 筋弛緩作用鎮痛及 筋弛緩作用

          2-52-5
i.m.i.m.

1-21-2
i.m.i.m.

1-21-2
i.m.i.m.

  

     麻      麻 25-5025-50
i.m.i.m.

20-3020-30
i.m.i.m.

通常単独 用   通常単独 用   10-15 10-15 
i.m.i.m.

鎮静 不動化 多少 鎮痛鎮静 不動化 多少 鎮痛
 内臓痛  無効  内臓痛  無効 

                55
i.m.i.m.

鎮静 中等度 高度 鎮静 中等度 高度 
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注射麻酔薬 例 注射麻酔薬 例   

薬剤名薬剤名
投与量投与量((          )) 投与経路 麻酔時間 投与経路 麻酔時間

                                          

                  40-5040-50 i.p. i.p.
(20-40 min)(20-40 min)

40-5040-50 i.p. i.p.
(15-60 min)(15-60 min)

50-9050-90 i.p. i.p.
(30-60 min)(30-60 min)

60-8060-80 i.p.,  i.p., 
(20 min)(20 min)

3535 i.p. i.p.
(60-90 min)(60-90 min)

              30-4030-40 i.v. i.v.
(5-10 min)(5-10 min)

3030 i.v. i.v.
(10 min)(10 min)

      

              2525 i.v. i.v.
(5-10 min)(5-10 min)

1010 i.v. i.v.
(5 min)(5 min)

      

     麻       麻  
              

80-100 80-100 + + 1010 i.p. i.p.
(20-30 min)(20-30 min)

75-10075-100 +  + 1010 i.p. i.p.
(20-30 min)(20-30 min)

200200 +  + 1010 i.p. i.p.
(30-60 min)(30-60 min)

5050 +  + 22 i.p. i.p.
((不動化  不動化  ))

4040 +  + 55 i.p. i.p.
(30 min)(30 min)

     麻      麻     
              

100100 +  + 55 i.p. i.p.
(20-30 min)(20-30 min)

7575 +  + 55 i.p. i.p.
(20-30 min)(20-30 min)

7070 +  + 22 i.p. i.p.
(30-45 min)(30-45 min)

5050 +  + 55 i.p. i.p.
((不動化  不動化  ))

100100 +  + 55 i.m. i.m.
(30-45 min)(30-45 min)

     麻      麻     
              

100 100 + + 55 i.p. i.p.
(20-30 min)(20-30 min)

7575 +  + 55 i.p. i.p.
(20-30 min)(20-30 min)

      

                    240240 i.p. i.p.
(15-40 min)(15-40 min)

    250-300250-300 i.p. i.p.
(15-30 min)(15-30 min)

  

          10001000  i.p.i.p. 1000-20001000-2000 i.p. i.p.   15001500 i.p. i.p.
循環抑制 小   360分以上 長時間麻酔 可能     発  性    調製等  適切 設備 必要 
   覚醒   処置  使用      
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注射麻酔薬 例 注射麻酔薬 例   

薬剤名薬剤名
投与量投与量(mg/kg)(mg/kg) 投与経路 麻酔時間 投与経路 麻酔時間

                        

                  20-3020-30 i.v.  i.v. 
(20-40 min)(20-40 min)

20-3020-30 i.v.  i.v. 

又 又 3535 i.p.  i.p. 
(30-60 min)(30-60 min)

20-3020-30 i.v. i.v.
(30-40 min)(30-40 min)

20-3020-30 i.v. i.v.
(20-30 min)(20-30 min)

              3030 i.v. i.v.
(5-10 min)(5-10 min)

  10-2010-20 i.v. i.v.
(5-10 min)(5-10 min)

6-96-9 i.v. i.v.
(5-10 min)(5-10 min)

              1010 i.v. i.v.
(5-10 min)(5-10 min)

  5-7.55-7.5 i.v. i.v.
(5-10 min)(5-10 min)

2.5-3.52.5-3.5 i.v. i.v.
(5-10 min)(5-10 min)

     麻      麻     
              

3535 +  + 55 i.m. i.m.

又 又 1010 +  + 55 i.v.  i.v. 
(20-30 min)(20-30 min)

2525 +  + 1-21-2 i.m. i.m.
(20-30 min)(20-30 min)

55 +  + 1-21-2 i.v. i.v.
(30-60 min)(30-60 min)

  

     麻      麻     
              

2525 +  + 55 i.m.  i.m. 
(20-30 min)(20-30 min)

2525 +  + 22 i.m. i.m.
(20-30 min)(20-30 min)

  10-1510-15 +  + 0.5-20.5-2 i.p. i.p.
(20-30 min)(20-30 min)

     麻      麻     
              

      10-1510-15 +  + 0.5-20.5-2 i.p. i.p.
(20-30 min)(20-30 min)

        1000-20001000-2000 i.v. i.v. 15001500 i.v. i.v. 10001000 i.v. i.v.   
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使用 議論   麻酔薬使用 議論   麻酔薬

                            
    引火性及 爆発性引火性及 爆発性 有  為 術者 危険 及      有  為 術者 危険 及     

      刺激性刺激性   為 気道分泌亢進等     喉頭痙攣 原因   為 気道分泌亢進等     喉頭痙攣 原因

                      海外 教科書  不適切 明記海外 教科書  不適切 明記            

        本委員会  他剤  代替 推奨     本委員会  他剤  代替 推奨     

                  
        安全域 狭 安全域 狭  麻酔事故     高      麻酔事故     高     鎮痛 筋弛緩 鎮痛 筋弛緩 

              得        得    為 単剤  使用 推奨     為 単剤  使用 推奨     

        
      催奇形性及 発癌性催奇形性及 発癌性 認      認     

                                
      貯蔵液 変性   貯蔵液 変性   重篤 刺激性重篤 刺激性  腹膜癒着腹膜癒着 起    起   

安楽死誘導薬安楽死誘導薬    認           認       
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麻薬 取扱    麻薬 取扱    

病棟     病棟     診療目的      診療目的      

      等 麻薬 使用    者      等 麻薬 使用    者

 麻薬施用者  麻薬施用者             

研究目的 麻薬 使用  場合研究目的 麻薬 使用  場合    

麻薬研究者免許 取得  必要麻薬研究者免許 取得  必要        

申請 各都道府県 行  申請 各都道府県 行  

免許 有効期限 免許 有効期限 最長最長33年年    帳簿     帳簿 

記載 毎年 管理状況報告  厳密 記載 毎年 管理状況報告  厳密 

管理 要求    管理 要求    
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三種混合注射麻酔薬 使用薬剤 三種混合注射麻酔薬 使用薬剤 
     麻薬指定 受  代替法        麻薬指定 受  代替法   

      近年使用 広     麻酔法 近年使用 広     麻酔法 

       商品名      等        商品名      等       動物薬動物薬

 選択性 高 選択性 高 αα2-2-      受容体作動薬       受容体作動薬 

 鎮静 鎮痛 筋弛緩鎮静 鎮痛 筋弛緩 得     得    

 拮抗薬         拮抗薬         有 有 

 心血管系  影響 大   心血管系  影響 大   
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三種混合注射麻酔薬 使用薬剤 三種混合注射麻酔薬 使用薬剤 
      商品名      等       商品名      等 

         系 鎮静剤         系 鎮静剤 向精神薬向精神薬    

 鎮静 弱 筋弛緩鎮静 弱 筋弛緩 得     得    

酒石酸         商品名         酒石酸         商品名         

 非麻薬性非麻薬性       鎮痛薬         鎮痛薬        動物薬動物薬

 22  33時間 時間 鎮痛 鎮咳 鎮静鎮痛 鎮咳 鎮静作用 作用 

 天井効果有  天井効果有  
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三種混合注射麻酔薬 調製法 三種混合注射麻酔薬 調製法 
混合麻酔薬混合麻酔薬25ml25ml 調製  場合    調製  場合   

投与法 投与法 

     体重    体重10g10g当  当  0.1ml0.1ml  i.p.i.p.
 上記用量        上記用量        0.3mg/kg0.3mg/kg            4mg/kg4mg/kg
         酒石酸         酒石酸        55mg/kgmg/kg        

    体重    体重100g100g当  当  0.5ml0.5ml  i.p.i.p.     半量      半量 

19.75ml2.5ml2ml0.75ml必要原液量

5mg/ml5mg/ml1mg/ml原液濃度

注射用水                   

処置 苦痛度 応  1.875ml  増量可能 
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吸入麻酔薬 導入 維持濃度吸入麻酔薬 導入 維持濃度

導入濃度   導入濃度   維持濃度   維持濃度   

            33  55 22  33

            44  55 11  33

            44  55 22  33

  各動物 各動物        最小肺胞内濃度  参照   最小肺胞内濃度  参照  
                  程度 維持      程度 維持      
  特      特      系統   感受性 差 系統   感受性 差 
   著  著    濃度管理 注意     濃度管理 注意   
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術後 投与可能 術後 投与可能 NSAIDsNSAIDs 例 例
薬剤薬剤

投与量投与量((          )) 投与経路 方法 投与経路 方法

                                              

          120120 p.o. p.o. 100100 p.o. p.o. 8787 p.o. p.o. 100100 p.o. p.o. 200200 p.o. p.o. 10-2510-25 p.o., q8h p.o., q8h --

              -- 55 s.c. s.c. -- 1.51.5 p.o.,  p.o., 
b.i.d.b.i.d.

--
44 i.v., i.v.,  s.c., u.i.d. s.c., u.i.d. 

又 又 1-21-2 p.o., b.i.d.,  p.o., b.i.d., 
7 days7 days

2-42-4 s.c.,  s.c., 
u.i.d.u.i.d.

            2.52.5 s.c.,i.m., q12h s.c.,i.m., q12h --
1.11.1  

s.c.,i.m., s.c.,i.m., 
q12hq12h

0.5-20.5-2  
s.c., q12-s.c., q12-

24h24h

11 i.v., i.m., q12h   i.v., i.m., q12h  
又 又 

11 p.o., b.i.d., 3 days p.o., b.i.d., 3 days

1-21-2 s.c.,  s.c., 
u.i.d.u.i.d.

              3030 p.o. p.o. 1515 p.o. p.o. 1010 i.m.,  i.m., 
q4hq4h

1010 i.v.,  i.v., 
q4hq4h

-- 1010 p.o., q24h p.o., q24h --

              11 p.o. p.o. 22 p.o. p.o. 88 p.o. p.o. 12.512.5 p.o. p.o. -- -- --

              -- -- -- 33 i.m. i.m. -- 22 s.c.,i.m., i.v., u.i.d. s.c.,i.m., i.v., u.i.d. --
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  他実施可能 術後処置例  他実施可能 術後処置例

保温保温
  特 処置後 完全 覚醒     保温 有効   特 処置後 完全 覚醒     保温 有効 

•• 補液補液
          静脈確保 難  動物  皮下又 腹腔内補液 可能 静脈確保 難  動物  皮下又 腹腔内補液 可能 

       補液剤 必 体温程度 加温        補液剤 必 体温程度 加温       

•• 創感染等 防止創感染等 防止

          定期的 術創 消毒 適切 抗生剤 投与 定期的 術創 消毒 適切 抗生剤 投与 
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各種各種動物 皮下及 腹腔内補液量 概算 動物 皮下及 腹腔内補液量 概算 

動物 体重 動物 体重 皮下 皮下       腹腔内 腹腔内       

                          

                        

                                

                                    

                            

                                  

体重 応  適宜 増減   
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抗生剤投与量抗生剤投与量(mg/kg)(mg/kg) 経路 方法 経路 方法

薬剤名薬剤名                                                                   

              1515  i.m.i.m.
b.i.db.i.d

-- 2525  s.c.s.c.
u.i.du.i.d

1515  s.c.s.c.
u.i.du.i.d

1515  
s.c.s.c.
b.i.db.i.d

1010  s.c.s.c.
u.i.du.i.d

1010  i.m.i.m.
u.i.du.i.d

        
            

5050  
s.c.s.c.

b.i.d.b.i.d.

1010  
i.m.i.m.

b.i.d.b.i.d.
3030  s.c.s.c.

b.i.d.b.i.d.
2020  i.m.i.m.

b.i.d.b.i.d.

1515  
i.m.i.m.

b.i.d.b.i.d.
2525  s.c.s.c.

u.i.d.u.i.d.
5050  
s.c.s.c.
u.i.d.u.i.d.

1111  i.m.i.m.
u.i.d.u.i.d.

          
        1010  s.c.s.c.

b.i.db.i.d
5-105-10  s.c.s.c.

b.i.d.b.i.d.
2.52.5  s.c.s.c.

u.i.d.u.i.d.

55  
s.c.s.c.
u.i.du.i.d

2.5-52.5-5  
i.m.i.m.
u.i.d.u.i.d.          

        

8.58.5  
s.c.s.c.

b.i.db.i.d..

            
2mg/ml2mg/ml
飲水中飲水中

125125  p.o.p.o.
b.i.d.b.i.d.

5050  p.o.p.o.
b.i.d.b.i.d.

55  p.o.p.o.
t.i.d.t.i.d.

0.50.5  
mg/mlmg/ml
飲水中飲水中

1010  p.o.p.o.
b.i.d.b.i.d.

1111  p.o.p.o.
b.i.d.b.i.d.

                      系               等        系         等 
     禁忌.  
         等 消化管微生物叢 交代    重篤 腸管毒血症 起  可能性    
       系 薬剤       少    
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    初心者 鎮静又 軽麻酔下 行     望   初心者 鎮静又 軽麻酔下 行     望     

実施可能 判断   安楽死法実施可能 判断   安楽死法
 実験動物 飼養及 保管等 関  基準  昭和 実験動物 飼養及 保管等 関  基準  昭和    年年総理府告示第 号   抜粋総理府告示第 号   抜粋

              
過剰投与 過剰投与           

炭酸  炭酸  
頚椎脱臼頚椎脱臼  
      

断断頭頭  
      

                    可 可       

                    可 可   
  

                
  

        
  

   心腔内可  心腔内可       

吸入麻酔薬吸入麻酔薬
過剰吸入過剰吸入

  

  

  

           心腔内可  心腔内可       

            

            

  

  
付記付記        炭酸   用  際 低濃度 意識 消失     徐  濃度 上     炭酸   用  際 低濃度 意識 消失     徐  濃度 上     
付記付記      歯類 胎児 新生児 低酸素状態  耐性 強        歯類 胎児 新生児 低酸素状態  耐性 強           吸入麻酔   安楽死  吸入麻酔   安楽死 
                        避        避        
付記付記          場合      様作用 持 神経    場合      様作用 持 神経--筋遮断剤 筋遮断剤          単独使用  苦痛      単独使用  苦痛   
                  与     薬剤与     薬剤   使用 認       使用 認      
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動物 苦痛軽減除去 関  記述動物 苦痛軽減除去 関  記述
    適切           適切       

      外科麻酔 得             外科麻酔 得                  用   用  

      安楽死 誘導              用  安楽死 誘導              用  

      術後 感染防止              用  術後 感染防止              用  

         新生子 安楽死           用     新生子 安楽死           用  

         成体 安楽死       成体 安楽死                   急速曝露 行  急速曝露 行 
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参考資料参考資料
秋田大学        教育 研究    

 動物実験部門 関連法規 手技 関     集 

                                       

国立大学法人東北大学    動物実験等 

 関  規程   解説 第 版 

                                               

                                                     

                                        

苦痛     検索表 徳島大学 
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参考資料参考資料

  歯類 胎児 新生児 鎮痛 麻酔   安楽死 関  声明  

  第 版 日本実験動物医学会 

                                              

実験動物 被験物質 投与 投与経路 投与容量 及 採血 

 関  手引         欧州代替法            

       欧州連邦製薬工業協会   

                                                           

                                             

   米国獣医師会 動物 安楽死法        
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動物実験 安全 行    動物実験 安全 行    

小泉 誠小泉 誠

東京慈恵会医科大学 東京慈恵会医科大学   動物実験委員会動物実験委員会

総合医科学研究    総合医科学研究      実験動物研究施設実験動物研究施設

動物実験委員会 教育訓練動物実験委員会 教育訓練
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動物実験動物実験 安全 行     安全 行    

動物実験実施者自身

実験動物飼養者等 実験従事者

  他大学及 病院関係者 患者様含 

  並  周辺住民 皆様 周辺環境 

    対  対  危険 及    様 危険 及    様   

      十分 十分 配慮配慮    実験 実験 行    行    



68

動物実験実施者自身 念頭 置   方針動物実験実施者自身 念頭 置   方針

   危険要因 関  知識 把握

   曝露 回避 制御

   他 従事者  情報伝達 共有

   規則 指針

   記録 保存

   確認 調整         
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動物実験実施者自身 念頭 置   方針動物実験実施者自身 念頭 置   方針

   危険要因 関  知識 把握

感染性 危険要因 関与  場合

  感染力 毒力 感染経路 感受性動物 

   安定性及 予防 治療 有効性等 

有害化学物質 関与  場合

  毒性用量 安定性 常温  性状 

   毒性 型 刺激性 腐食性 発癌性 

   催眠性 致死性等  代謝産物並  

  除染及 廃棄法等 多  情報 SDS Safety Data Sheet 
   取得可能 
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動物実験実施者自身 念頭 置   方針動物実験実施者自身 念頭 置   方針

   曝露 回避 制御
   予 危険要因 曝露    操作 把握  
   曝露 回避又 低減  為 措置 検討
     上 実験 開始   
   他 従事者  情報伝達 共有
   想定   危険要因        情報
    実験動物飼養者等 直接的 危険 
  曝     者 伝達   
  操作手順書等    安全 業務 遂行
     方法 伝          

例 抗癌剤 調製 
  動物 排泄物 含   活性代謝物 処理等

例 適切 安全       用  等
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動物実験実施者自身動物実験実施者自身   直接 直接的 的 危険危険

  動物   咬傷事故

  鋭利     突 刺 事故

  人獣共通感染症

  実験動物由来     

事故 起  際 報告     
  実験動物由来 創傷及 疾病対策     参照
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動物実験実施者自身動物実験実施者自身   直接 直接的 的 危険危険

  動物   咬傷事故
  感染       原因    
   動物  十分 知識習得 順化 
    実験者 保定技術習熟 重要 

  鋭利     突 刺 事故
  感染       原因   他 
  腫瘍細胞 場合 大変危険 
   針           必要 応   
    麻酔下 実験 行    
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動物実験実施者自身動物実験実施者自身   直接 直接的 的 危険危険

  実験動物 起因 得 人獣共通感染症

高   感染症 重要性   低

  類
   出血熱 
     病  

細菌性赤痢 
    赤痢  

  狂犬病  
       症 
      症  

  狂犬病  
腸管出血性大腸菌症 

 型肝炎  

齧歯類
   熱    
    肺症候群 
腎症候性出血熱  

   球性脈絡髄膜炎 
鼠咬症  
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動物実験実施者自身動物実験実施者自身   直接 直接的 的 危険危険

対策
  野生動物 用  実験 避   

  品質 実績   動物生産業者  動物

   購入   

  動物 取扱 前後 更衣 手洗  徹底

     

  飼育室 実験室 飲食     

  病原体等安全管理委員会 指定   

  封 込     設備 実験 行  
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動物実験実施者自身動物実験実施者自身   直接 直接的 的 危険危険

   実験動物由来     

      性疾患 既往歴有  人     
 既往歴無  人       実験動物 対  
      発症 危険性           
 実験動物由来        主      症状  

 接触性蕁麻疹      性結膜炎      性鼻炎 喘息 

         等     

         主要              尿 唾液 

 含       質       被毛 由来        

 主因      報告       

  米国実験動物資源協会著 実験動物 管理 使用 関  労働安全衛生指針 
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動物実験実施者自身動物実験実施者自身   直接 直接的 的 危険危険

   実験動物由来     

        曝露機会     実験動物  

 直接 接触      飼育室 実験室 発生

         想定    
対策

 動物 接触  際 同室 滞在  際       

  手袋     等 個人防護具 着用   

 動物接触後及 動物室入室後   着衣 交換  

  手洗      行  

 動物   咬傷事故 体液等 付着  鋭利 器具 

    刺傷事故 避   



化学物質          義務化化学物質          義務化

労働安全衛生法 改正    労働安全衛生法 改正    

平成平成    年年  月月  日  義務化日  義務化  

事業者  各事業所 使用  事業者  各事業所 使用  

化学物質等       評価  化学物質等       評価  

適切 対策 講          適切 対策 講          



化学物質          手順化学物質          手順

手順  危険性 有害性 特定手順  危険性 有害性 特定

手順  特定   危険性 有害性   手順  特定   危険性 有害性   

                        見積     見積 

手順     低減措置 検討手順     低減措置 検討

手順  優先度 対応     低減手順  優先度 対応     低減

     措置 実施     措置 実施



          手順          手順

手順  危険性 有害性 特定手順  危険性 有害性 特定

        実験計画 基         実験計画 基   

    必要 単位 作業 洗 出  必要 単位 作業 洗 出  

             示     危険性 有害性  示     危険性 有害性 

    分類 則   各作業毎 特定   分類 則   各作業毎 特定   

動物実験特有     動物実験特有     動物   排泄 床敷 飛散動物   排泄 床敷 飛散    
実験手技外     実験手技外     準備 片付  廃棄時 汚染準備 片付  廃棄時 汚染  
  十分 配慮  必要      十分 配慮  必要    



          手順          手順

手順  特定   危険性 有害性   手順  特定   危険性 有害性   

                 見積        見積 

  危険性危険性            

  影響 大   負傷又 疾病 重篤度 影響 大   負傷又 疾病 重篤度 

  発生 可能性  発生 可能性      見積         見積   

  有害性有害性            

    有害性 強  曝露量有害性 強  曝露量            

 見積    見積   



          手順          手順

手順     低減措置 検討手順     低減措置 検討

以下 優先順位 措置内容 検討   以下 優先順位 措置内容 検討   

  法定事項  法定事項

  危険性又 有害性 高 化学物質等 使用  危険性又 有害性 高 化学物質等 使用

  中止 代替化等 本質的対策  中止 代替化等 本質的対策

  工学的対策  工学的対策  設備 防爆化         設備 防爆化         

  局所排気装置 設置等  局所排気装置 設置等  

  管理的対策  管理的対策        整備 立入禁止措置       整備 立入禁止措置 

  曝露管理等  曝露管理等  

  個人用保護具 使用  個人用保護具 使用



                        

簡易的 化学物質           

行       手法 

厚生労働省 HP  支援      
公開       見積  対策    

出力 可能 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/ras/user/an
zen/kag/ras_start.html
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動物実験計画書 実験 種類欄 動物実験計画書 実験 種類欄 
 動物実験実施者 実験動物飼養者等      動物実験実施者 実験動物飼養者等     
 飼育環境 有害 影響 及  懸念   実験  飼育環境 有害 影響 及  懸念   実験 
  記載 根拠資料    御利用       記載 根拠資料    御利用     
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他 実験従事者 及  危険 回避他 実験従事者 及  危険 回避
実験内容 正確 伝  

 実験実施者  他 実験従事者 安全 業務 遂行   方法 

 伝          具体的 毒性 曝露 生   作業及 

   対策 明記  操作手順書等 作成 推奨    

廃棄物 適切 分別  

以下 廃棄物 特 注意   

感染性廃棄物 特別管理産業廃棄物管理規程  定  感染性

           廃棄物 血液等 付着  物 鋭利 物等   

                      性状 応  適切 容器 入  廃棄     

有害物質 含 廃棄物     法対象化学物質 記録 必要    

 刺傷事故等 防止  為 再分別  必要       

  何 廃棄    把握    実験者 責任    分別   
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  他大学  他大学及 及 病院関係者 患者様含 病院関係者 患者様含 並  並  
周辺住民 皆様 周辺住民 皆様 周辺周辺環境 及  危険 回避環境 及  危険 回避

遺伝子組換 実験  

遺伝子組換 実験安全対策委員会  

感染実験 病原体等安全管理委員会  

予 実験計画 申請  承認 受     

 指定 封 込     飼育実験室  実験

  行  廃水 含 各種廃棄物  大学 実験

 廃棄物処理委員会  定  規程 従  

 廃棄                                            
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  他大学  他大学及 及 病院関係者 患者様含 病院関係者 患者様含 並  並  
周辺住民 皆様 周辺住民 皆様 周辺周辺環境 及  危険 回避環境 及  危険 回避

実験動物 逸走    

講座 研究室間 実験動物 移動  場合  

確実 動物 収容   容器 用  

動物 非実験者 目 触      配慮  

業務用 階段       用     

特  遺伝子組換 動物 移動 場合  

     法  定    移動方法 

遵守          
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労働安全関連労働安全関連参考資料参考資料

動物実験施設等    負傷 疾病  対応      

  国立大学法人動物実験施設協議会 

                                                           

動物実験施設等    動物由来 咬傷 掻傷   感染症

   対応     同上 

                                                          

動物実験施設等 使用  有害化学物質 取 扱       

  同上  

                                                          

抗癌剤調製       兵庫県立病院薬剤部 
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有害化学物質 用  動物実験 有害化学物質 用  動物実験 
   対応   不適切        対応   不適切     

   手袋 二重 装着  外側 手袋     換  

   曝露 恐    操作        内 行 

   陽圧 実験室 行 

   消毒 除染          行 

   動物実験委員会 承認     関与  実験

   従事者  配慮 必要  


