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平成 23年 2月 3日

奈良県立医科大学

学長 吉岡 章 殿

動物実験 に関する検証結果の報告について

貴機関より平成 22年 6月 21日 付で依頼のありました、動物実験の実施状況

に関する検証について、提出された資料と訪問調査により検証結果をまとめま

したので、別添のとおり報告いたします。

なお、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」

では、検証の結果を、インタ
=ネットの利用、年報の配布その他の道切な方法

により公表することとなっておりますので、申し添えます。



検譴結果報告書 (奈良県立医科大学)

平成 23年 1月 13日

奈良県立医科大学学長

育岡 車 殿

量機銀における動物実験の実施体制に関して、提出さ―れた自己点検・評価結果報告書に
対する験錘鏡果を通知します。

国立大学法人動物実験施設協議会・公私立大学実験動物施設協議会

動物実験に関す

対象機韻 .:公立大学法人奈良県立医科大学

申請年月日 :平成 22年 6月 21日

訪潤調査年月日 :平成 22年 10月 28日

調査員 :佐加良 英治 (兵庫医科大学)、 三好 一郎 (名古屋市立大学)

検証の総評

建学 65年の歴史を有する奈良県唯‐の医科大学として、医学、看護学の教育と、国
際的に通用する高度の研究を行っている。それらの教育や研究に必要な動物実験の実施
体制が十分に整っている。実験動物の飼養保管は中核施設である総合研究棟内のみで行
われ、また,実験室が整備されていることから研究棟外への動物の持ち出しも少ない。
飼拳保管施設の管理は獣医師、実験動物技術指導員の資格を有する実験動物管理者が飼
養者を喜Tに指導し、十分な体制が整っている。動物実験関連規程等の制定や動物実験
委員会の活動内容、動物実験の実施体制、

野

設等の維持管理や教育訓練p状況も適正で
|

あり、これらの点は非常に高く評価できる。
ただ、安全管理に関する規程の一部および微生物モニタリングの体制が整備されてい

ないところ、情報公開が不十分なところなど、改善すべき点も見受けられた。特に微生
物モニタリングの実施は、動物間の感染のみならず、人獣共通感染の予防にも必要な事
項であり、機関長や事務局のさらなる支援により、改善への努力を期待する。
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1.機関内規程

検証結果

I.規程及び体制等の整備状況

1)機関による自己点検・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・評価の妥当性

平成 20年 4月 1日 に「奈良県立医科大学動物実験管理規程」が定められており、その内容は文科

省基本指針に適合している。よって、動物実験に関する機関内規程の整備状況について、自己点検・

評価結果は妥当なものと判断する。

3)検証の結果

■ 基本指針に適合する機関内規程が定めらオ1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。

4)改善に向けた意見

特になし。

2.動物実験委員会

1)機関による自己点検・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オl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 。評価の妥当性

動物実験委員会は、動物実験等に関して優れた識見を有する者、および、実験動物に関して優れた

識見を有する者、その他の学識経験を有する者の合計 n名の委員により構成されており基本指針に

適合している。また、委員に哲学の教員を加えており、動物実験の倫理面での対応もなさオlて いる。

よつて、動物実験委員会の整備状況について、自己点検・評価は妥当なものと判断する。

3)検証の結果

■ 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。

4)改善に向けた意見

特にな し。
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3.動物実験の実施体制

1)機関による自己点検・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・評価の妥当性

動物実験の実施体制に必要な基本指針に則した規程等が整備されている。また、実験計画書の具体

的な記載例や記入上の注意マニュアル等も設けらオ1て いる。さらに、動物実験計画の立案、審査、

承認、結果報告等の手続きも規定さオlて おり、自己点検・評価は妥当なものと判断する。

3)検証の結果

■ 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。

4)改善に向けた意見

特にな し。

4.安全管理を要する動物実験の実施体制

1)機関による自己点検・評価結果

■ 該当する動物実験の実施体制が定められている。

□ 該当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。

□ 該当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 。評価の妥当性

組換え DNA実験安全管理規程、研究用放射線障害予防規程、研究用微生物等安全管理規程等が定

められ、安全管理を要する動物実験の実施体制が整備されている。しかしながら、有害化学物質等

の安全管理規程はなく、特殊化学物質および重金属使用申込書、特殊化学実験区域使用に関する内

規で運用さオlて いる。奈良県立医科大学は化学発癌研究や毒性病理での著明な実績があり、有害化

学物質等の動物への使用に関しては、十分な配慮が必要である。よって検証の結果、安全管理を要

する動物実験の実施体制は、該当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

点があると判断する。

3)検証の結果

□ 該当する動物実験の実施体制が定めらオ1て いる。

■ 該当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。

□ 該当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。
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4)改善に向けた意見

有害化学物質等の安全管理規程を定め、早期に安全管理を要する動物実験の実施体制を整備される

ことが望ましい。

5.実験動物の飼養保管の体制

1)機関による自己点検・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、 本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 。評価の妥当性

飼養保管施設は中核施設である総合研究棟のみに限定され、学生実習等、 部́やむを得ないものを

除き、ほとんどの動物実験も総合研究棟で行わオ1ており、/」i全の管理体制がとられている。よって、

実験動物の飼養保管の体制について、自己点検・評価は妥当な内容と判断する。

3)検証の結果

■ 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。

4)改善に向けた意見

特になし。

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)

意見

組換え動物の飼養保管 に関 しても総合研究棟で一元管理されてお り、その取 り組みは高く評価でき

る。

Ⅱ.実施状況

1.動物実験委員会

1) 機関による自己点検・評価結果

■ 基本指針に適合 し、適 Jlに機能している。

□ 概ね良好であるが、 ^部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

″
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検証結果報告書 (奈良県立医科大学)

2)自 己点検・評価の妥当性

「奈良県立医科大学動物実験管理規程Jに 則り動物実験計画の審査、実験室の確認等を行っている。

動物実験委員会は持ち回りで開催さオ1、 審査・審議内容は持ち回り委員会審査・審議同答用紙に克

明に記載され、審査とともに申請者への指導や助言を十分に行っていることが把握できた。こオlら

は基本指針に適合した委員会の機能を果た している。よって、動物実験委員会の活動について、自

己点検・評価は妥当な内容と判断する。ただ、利用者の要望とはいえ、迅速な審査のために n名中

4人の動物実験委員会委員がローテーションでほとんどの動物実験計画書を審査する形は望ましい

ものでは無い。また、委員会議事録は作成・保管されているが、委員会審査・審議の記録が、
「

分

に整理されていないところも見受けられる。

3)検証の結果

■ 基本指針に適合 し、適1[に機能 している。

コ 概ね良好であるが、 ‐部に改善すべき点がある。

コ 多くの改善すべき問題がある。

4)改善に向けた意見

迅速な審査要望に関しては、全委員の各々がその役割を「 分に果たして審査が出来るように、規程

等に適用範囲や手順等を明文化するなど、運用上の [夫が望まオ1る 。委員会議事録に関しては、奈

良県立医科大動物実験管理規程第 39条で、庶務を行うと定めている研究推進課の更なる支援によ

り、整理されることが望ましい。

2 動物実験の実施状況

機関による自己点検・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、 ‐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・評価の妥当性

この 2年間に 712件の動物実験計 l■lの審査、承認を行っており、動物実験計口iの 立案、審査、承認

は適正に実施されている。動物実験終 r報告書が整備され、結果報告も高い割合で実施さオ1て いる

が、一部の動物実験責任者が退職や他機関への転出により、動物実験終了報告書が未提出であった。

よって、動物実験の実施状況について、概ね良好であるが、 一部に改善すべき点があるとし、自己

点検・評価は妥当な内容と判断する。

検証の結果

□ 基本指針に適合し、適 1[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。

3)

4)改善に向けた意見

退職や他機関への転出が分かった時点で、できるだけ早期に動物実験終了報告書を提出させるなど、
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運用面の工夫も含めて動物実験終 r報告書の提出の徹底を検討されたい。

3.安全管理を要する動物実験の実施状況

1 ) 機関による自己点検・評価結果

□ 該当する動物実験が適正に実施さオ1て いる。

■ 概ね良好であるが、 ‐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・評価の妥当性

安全管理を要する動物実験に事故報告はなく、安全に動物実験が実施されている。また、動物の搬

入に際しては、万全の検収・検疫体制で対応している。しかしながら、飼養動物の微生物モニタリ

ング検査体制が構築されておらず、動物間および人獣共通の感染症の検査が不 十分である。微生物

モニタリングは実験動物の健康保持や人獣共通感染症の 予防に必須であり、研究者間の動物の授受

に関しても必要な事項である。よって、安全管理を要する動物実験の実施状況について、概ね良好

であるが、一部に改善すべき点があるとし、自己点検 。評価は妥当な内容と判断する。

検証の結果

□ 該当する動物実験が適正に実施さオlて いる。

■ 概ね良好であるが、 ‐部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

3)

4)改善に向けた意見

定期的な微生物モニタリングの実施体制を早期に構築さオ1た い。

4.実験動物の飼養保管状況

1)機関による自己点検・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、 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 。評価の妥当性

実験動物の飼養保管は、一元管理された総合研究棟内のみで飼養保管マニュアルに沿って行われて

いる。実験動物飼養保管基準に定める実験動物の人手先、病歴、飼育歴等は実験動物搬入記録、日

常観察記録、実験動物増減台帳等に記録さオlて いる。飼育委託業者の業務日誌等も整備さオlて いる。

これらの業務は、獣医師であり、実験動物技術指導員の資格を有する実験動物管理者の指導の ドに

適正に行われている。よって、実験動物の飼養保管状況について、自己点検・評価は妥当なものと

判断する。

検証の結果
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■ 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、 部́に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

4)改善に向けた意見

特になし。

5。 施設等の維持管理の状況

1)機関による自己点検・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。

コ 概ね良好であるが、 一部に改善すべき点がある。

コ 多くの改善すべき問題がある。

2)自 己点検・評価の妥当性

築 18年目を迎える総合研究棟であるが、適正な維持管理がなされており、特に問題が見られる部

分はない。法律で点検等の定められている機器に関しては、その記録を確認しており問題はない。

よって、施設の維持保管状況について、自己点検・評価は妥当なものと判断する。

3)検証の結果

■ 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、 ‐部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

4)改善に向けた意見

総合研究棟外の実験室に関しては、動物実験委員会による定期的な視察を検討さオlた し。

6.教育訓練の実施状況

1)機関による自己点検 。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・評価の妥当性

動物実験責任者、動物実験実施者および飼養者に関して、動物実験委員会が教育副1練を行っている。

また、学部学生に関しては、生きた動物を用いての実習を行わないので、内容は異なるものの、教

育訂1練は行なわれている。教育副1練実施記録や教育副1練参加者 ・覧、その他の教育訓練資料等がよ

く整備されており、基本指針に則した教育副1練が実施されている。実験動物飼養保管基準に定める

人獣共通感染症に関しては、関連資料に腎症候性出血熱とBウ イルス感染症の予防マニュアルを掲

載 し教育訓練を行っている。また、受講者が希望すオlば、その都度教育Jl練 を実施するなど、教育
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8。 その他

意見

該当な し。

訓練に対する熱意が感 じられる。よって、教育訓練の実施状況について、自己点検・評価は妥当な

ものと判断する。

3)検証の結果

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施さオl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。

4)改善に向けた意見

特になし。

7.自 己点検・評価、情報公開

1 ) 機関による自己点検・評価結果

□ 基本指針に適合し、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・評価の妥当性

奈良県立医科大学ホームベージよリダウンロー ドできる奈良県立医科大学概要に、飼養動物数が公

開されている。動物実験関連規程はホームページ上にアップされているものの、学内専用で外部か

ら見ることはできない。自己点検・評価は行っているものの、報告書等は公開されていない。よっ

て、自己点検・評価、情報公開について、概ね良好であるが、一部に改善すべき点があるという、

自己点検・評価は妥当なものと判断する。

検証の結果

□ 基本指針に適合し、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。

3)

4)改善に向けた意見

動物実験関連規程等、自己点検・評価報告書、外部検証結果等をホームページ上にアップするなど

して、基本指針に定める情報公開を行う様に一層の努力を期待する。

なお、奈良県立医科大学概要に掲載さオlて いる飼養動物数に関しても、ホームベージ上での公開を

検討されたい。

(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)
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検証実施証明書

奈良県立医科大学

学長  吉岡 章 殿

貴機関は、国立大学法人動物実験施設協議会及び公私立

大学実験動物施設協議会による「動物実験に関する相互

検証プログラム」による自己点検 。評価を行い、その結

果に対する検証を本委員会が実施したことを証します。

平成 23年 3月 28日

国立大学法人動物実験施設協議会 。

動物実験に関する相互検証プログラム

検証委員会 委員長  八神

…


