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岡山大学自然生命科学研究支援センター 

動物資源部門津島南施設利用要項 

 

平成２５年３月１２日 

津島南施設長裁定   

（趣旨） 

第１条 この要項は，岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設内

規（平成２５年２月１９日自然生命科学研究支援センター動物資源部門長裁定）第７条

の規定に基づき，岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設（以

下「施設」という。）の利用に関し必要な事項を定める。 

（利用目的及び範囲） 

第２条 施設は，次の各号に掲げる目的の範囲内で利用することができる。 

一 岡山大学の教育，研究，開発等 

二 その他，岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設の長（以

下「施設長」という。）が適当と認めたもの 

（利用の原則） 

第３条 施設を利用する者（以下「利用者」という。）は，岡山大学動物実験規則（平成

20年2月21日岡大規則第６号）に則り，動物実験を行わなければならない。 

２ 利用者は，関係法令，条例，指針及び学則，その他施設長が定めた要項等を遵守しな

ければならない。 

（利用者の資格） 

第４条 施設を利用することができる者は，次の各号に掲げる者のうち，第６条の利用者

登録を得た者とする。 

 一 本学の職員で教育研究に従事する者 

 二 本学の学部学生，大学院生，研究生等 

 三 その他施設長が適当と認めた者 

２ 施設長は，やむを得ない事情があるときは，利用者として登録していない者に一時的

に施設の利用を許可することができる。 

（休業及び利用時間） 

第５条 施設の休業日は，次のとおりとする。 

 一 日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律178号）に規定する休

日 

 二 12月29日から翌年1月3日まで 

 三 その他施設長が特に必要と認めた日 

２ 施設の利用時間は，前項に規定する休業日以外の日の8時30分から17時15分までを原

則とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，前条第１項に該当する利用者は，休業日又は利用時間外に

も施設を利用することができる。 

４ 施設長は，前条第２項に該当する利用者に対して，休業日又は利用時間外の施設の利

用を許可することができる。 
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（利用者登録） 

第６条 施設長は，利用者研修会を開催し，その受講者を施設の利用者として登録するこ

とができる。 

（実験の終了又は中止の報告） 

第７条 利用者は，実験の完了又は中止の際は，速やかにその旨を施設長に報告しなけれ

ばならない。 

（動物の搬入及び搬出） 

第８条 施設に動物を搬入する場合は，「動物購入・搬入願」を施設長に提出し，施設長

の許可を得なければならない。 

２ 施設で飼育している動物を搬出する場合は，「動物搬出及び処分届出書」を施設長に

提出しなければならない。 

３ その他，動物の搬入及び搬出に関し必要な事項は，施設長が別に定める。 

（動物の処分） 

第９条 施設長は，検疫中若しくは飼育・実験中であっても実験に不適当とされる動物に

対して「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）」に基づく処分を行うことができる。 

２ 利用者は，原因不明の死亡動物及び感染性疾患の疑いのある動物を発見した場合に

は，ただちに施設長に報告しなければならない。 

３ 施設で飼育している動物を殺処分した場合には，「動物搬出及び処分届出書」を施設

長に提出しなければならない。 

（実験室及び機器等の利用) 

第１０条 利用者は，施設の運営に支障をきたさない範囲で，施設の実験室及び機器等を

利用することができる。 

２ 実験室及び機器等の利用に関し必要な事項は，施設長が別に定める。 

（機器等の搬入) 

第１１条 利用者は，施設の運営に支障をきたさない範囲で，動物実験に必要最小限の機

器等を施設へ搬入し，使用することができる。 

２ 前項の定めに従い，施設に機器等を搬入する場合は，利用者は「機器類搬入願」を施

設長に提出し、許可を得なければならない。 

（飼育室・実験室担当者及び機器取扱担当者） 

第１２条 施設長は，動物の飼育及び保管に関する業務を行わせるため，あるいは動物飼

育について利用者の指導に関する業務を行わせるため，動物飼育区域ごとに飼育室・実

験室担当者を置くことができる。 

２ 施設長は，機器の操作及び維持並びに機器について利用者の指導に関する業務を行わ

せるため，機器ごとに機器取扱担当者を置くことができる。 

（有害物質投与実験及び感染実験について） 

第１３条 有害物質を投与する実験及び微生物を動物に感染させる実験のために施設を

利用する場合には，施設長の指示に従って行わなければならない。 

２ ＲＩ実験は，施設で行ってはならない。 

（事故発生時) 

第１４条 事故が発生した場合は，利用者は，ただちに施設長に報告し，その指示に従わ
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なければならない。 

（見学者及び設備設置業者等の入館) 

第１５条 外部からの見学者及び設備設置業者等の施設への一時的な立入は，施設長の許

可を得なければならない。 

２ 利用者は，見学者及び設備設置業者等に同伴し，事故等が起こらないよう指導しなけ

ればならない。 

（損害の弁償） 

第１６条 利用者の責に帰すべき事由により機器又は設備等を滅失し，き損し，又は汚染

したときは，利用者はその損害を弁償しなければならない。  

（利用の停止）  

第１７条 利用者が，次の各号の一つに該当する場合には，施設長は利用の途中であって

も当該利用者の利用許可を取り消し，又は利用を一定期間停止することができる。 

 一 関係法令，条例，指針及び大学が定めた規則等に違反したとき 

 二 この要項，利用の手引き、感染症予防マニュアル等，施設長が定めた内規等に違反

したとき 

 三 施設長の指示に違反したとき 

 四 利用者が利用申請書に記載している利用目的と相違した行為を行ったとき 

 五 その他，施設の運営に支障を与えるおそれがあるとき，又はおそれを生じさせたと

き 

２  施設長は，岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設運営会議

と図り，前項のほか，施設において特別な必要性が生じた場合及び施設の運営上，特に

必要があると認める場合には，利用許可を取り消し，又は利用を中止させることができ

る。 

（経費の負担） 

第１８条 利用者は，施設長が別に定める利用に係る必要な経費を負担しなければならな

い。 

（研究成果の報告） 

第１９条 利用者は，施設を利用した研究の論文等を公表したとき，その論文等の一覧を

年度毎に施設長に提出するものとする。 

（利用者の協力義務） 

第２０条 利用者は，施設長の指示に従い，施設の共同利用設備等の維持管理，研修会又

は講演会等の教育訓練への積極的な参加，その他施設の運営に関して協力しなければな

らない。 

（雑則） 

第２１条 この要項に定めるもののほか，施設の利用に関し必要な事項は，施設長が別に

定める。 

 

   附  則 

 この要項は，平成２５年３月１２日から施行し，第18条の規定は平成２５年４月１日か

ら適用する。 
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岡山大学自然生命科学研究支援センター 動物資源部門津島南施設利用手引き 

I. 総則 

 

1. 利用の原則 

岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設（以下「施設」という。）を利用す

る者（以下「利用者」という。）は，岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施

設利用要項（平成 25年 3月 12日自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設長裁定，

以下｢利用要項｣という。）及びこの利用手引きに掲げる事項をよく理解・遵守し，施設の円滑な運営

に協力しなければならない。  

 

2. 禁止事項 

利用者は，施設内において以下の行為を行ってはならない。 

①喫煙、②岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設長（以下「施設長」と

いう。）の定める場所以外での飲食、③津島南施設職員（以下「職員」という。）の許可なく実験

室の窓を開放する行為、④許可されていない箇所への物品等の設置、⑤実験に必要としない物品の

飼育室及び実験室への持ち込み、⑥動物実験に無関係な人物を施設に招き入れる行為、⑦正当な理

由なく土足のまま施設に立ち入ること、⑧毒物・劇物・麻薬等及び引火性の高い化学物質を許可無

く施設内に保管すること、⑨その他施設の運営を妨げる行為  

 

3. 施設の利用者登録について 

(１) 利用者は利用要項で定められた資格者のうち、あらかじめ岡山大学動物実験委員会の定める動

物実験教育訓練を受講し、登録された者に限る。 

(２) 利用者は利用要項で定められた資格者のうち、あらかじめ津島南施設利用者研修（以下「利用

者研修」という。）を受講し、登録された者に限る。 

(３) 施設の利用を希望する者は、「施設利用申込書」（様式２号）に必要事項を記入し、津島南施

設に申し込む。 

(４) 利用者登録時に、一人につき２指の静脈画像データを登録する。 

(５) 利用者登録の有効期間は1年を超えないものとする。但し、引き続き登録を希望する場合は、

「施設利用申込書」（様式２号）に必要事項を記入し、受付に再申し込みする（この場合、再

度、利用者研修を受ける必要はない）。 

(６) 登録申請事項に変更がある場合、すみやかに届け出て、所定の手続きを行う。 

(７) 施設の利用終了に際しては利用者が使用したすべての物品は、撤去もしくは施設に返却するも

のとする。 

(８) 一部屋利用を希望する者は、「飼育実験室等利用申込書」（様式１号）に必要事項を記入し、

津島南施設に申し込む。施設の利用終了は、「飼育室利用停止届出書」（様式９号）に必要事

項を記入の上、提出する。 

(９) 施設に立ち入るときは、利用者は必ず一人ずつ個人認証を行なわなければならない。 
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(１０) 利用者登録されていない者は、原則として施設に立ち入ることはできない。但し、実験等の

必要性から一時的に施設への立ち入りを希望する場合には、原則として、前日までに受付に申

し出て所定の手続きを行う。 

(１１) 利用者の資格喪失等の場合には、利用者からの申し出がなくても登録を抹消することがある。 

 

4. 動物実験計画書について 

(１) 岡山大学動物実験規則（平成20年2月21日 岡大規則第6号）に基づき、「動物実験計画書」（以

下「計画書」という。）に必要事項を記入し、岡山大学動物実験委員会（以下「委員会」とい

う。）に提出する。 

(２) 計画書は、施設を利用するのに先立っての委員会の審査を受け、岡山大学長（以下「学長」と

いう。）の承認を受ける必要がある。 

(３) 計画書の有効期限は承認された当該年度を含めて３年である。継続する場合には、再度、計画

書を提出し、委員会の審査・学長の承認を受ける必要がある。 

(４) 実験内容に変更が生じた場合は、変更後の計画書をただちに提出し、委員会の審査・学長の承

認を受ける。 

(５) 実験に遺伝子組換え体を用いる場合には、計画書の提出に先立ち、学長の承認を受けた組換え

ＤＮＡ実験計画書のコピーを添付する。  

 

5. 施設の出入りについて 

施設1階家畜・家禽エリアおよび施設2階マウス・ラット等実験動物エリア利用手引きに従う。 

 

6. 実験動物の入手・施設への搬入方法について  

(１) 実験動物の発注の前に、飼育スペースの有無等、あらかじめ受入可能であることを職員に必ず

確認する。ただし、利用状況等により、利用受入できない場合がある。 

(２) 「動物購入・搬入願」（様式３号）に必要事項を記入の上、提出する。 

(３) 実験動物の発注は、職員が行う（購入可能な動物は別途記載）。 

(４) 前項の手続きが行われていない動物は、施設に搬入できない。 

(５) ケージ利用での利用者の動物の搬入は原則として職員が行うが、利用者が行う場合には事前に

職員に申し出る。 

(６) 部屋単位での利用者の飼育室への搬入は、原則として利用者が行う。 

(７) 繁殖により動物が産まれた場合は「動物繁殖届」（様式８号）に必要事項を記入の上、提出す

る。 

 

7. 動物の搬出・死体の処理・再搬入について 

(１) 動物が死亡したとき、あるいは実験終了による処分や実験の必要上動物を施設外に搬出すると

きは、「動物の搬出及び処分届出書」（様式４号）（以下「搬出届」という。）に必要事項を

記入し、提出する。 
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(２) 動物を施設外に持ち出す場合は、施設もしくは利用者が用意した動物輸送専用の輸送箱を使用

する等、動物の逸走を防止する必要な措置を講じる。 

(３) 遺伝子組換え動物の移送に際しては、法令等で定められた拡散防止措置を確実に講じる。 

(４) 万が一、輸送中の動物が逸走した場合には、ただちに施設長もしくは職員に申し出る。 

(５) 施設から持ち出した実験動物は、原則として再度持ち込むことはできない。再度持ち込む必要

のある場合は事前に施設長の許可を受ける。 

(６) 実験後の動物死体は、所属、日付を記載したビニール袋に入れて固く口を縛った後、 フリー

ザーに保管し、指定日に廃棄する。 

(７) 施設から持ち出した実験動物の廃棄は、それぞれの部局で定められた方法によって行う。 

(８) 動物死体の運搬の際、体液や血液などで床面を汚した場合は、ただちに清掃・消毒する。 

 

8. 飼育管理について 

施設1階家畜・家禽エリアおよび施設2階マウス・ラット等実験動物エリア利用手引きに従う。 

 

9. 夜間の利用 

施設1階家畜・家禽エリアおよび施設2階マウス・ラット等実験動物エリア利用手引きに従う。 

 

10. 廃棄物の処理について 

(１) 廃棄物処理に関しては本学所定の処理規程に従って行う。 

(２) 飼育・実験等に付随して生じたゴミは、一般可燃ゴミ、不燃ゴミ、感染性廃棄物等に分別して

廃棄する。 

(３) メスの刃、注射針、注射器等は、感染性・非感染性を問わず専用容器に廃棄する。 

(４) 試薬・注射液等の残液は利用者各自で持ち帰り処理する。 

(５) 床敷きは、袋に所属を記載した上で所定の場所に廃棄する。 

 

11. 実験室の使用、実験器材及び消耗品の搬入並びに取扱いについて 

施設1階家畜・家禽エリアおよび施設2階マウス・ラット等実験動物エリア利用手引きに従う。 

 

12. 利用料について 

施設1階家畜・家禽エリアおよび施設2階マウス・ラット等実験動物エリア利用手引きに従う。 
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II. 家畜・家禽エリアおよび野生動物飼育実験室利用手引き 

 

1. 施設の出入りについて 

利用者は、施設の出入りに際して、家畜・家禽感染症予防に関する最大限の注意を払い、別途定め

る家畜・家禽感染症予防マニュアルを遵守し、下記に従う。 

(１) 原則として施設西側出入口から入退館する。 

(２) 入館時に必ず土足を施設西側出入口の消毒槽にて消毒する。 

(３) 施設利用時には、個々が必ず入退館記録帳に記帳する。 

(４) 所定の長靴を着用する。 

(５) 消毒槽にて長靴を消毒してから用務先に移動し、退館時には水洗槽にて長靴を水洗してから退

館する。 

(６) ヤギの放牧・収容作業に限り、施設西側出入口を利用せずに用務を行うことができるが、他の

実験室に移動する際には、施設西側出入口から入退館する。 

(７) 貴重品は各自管理する。 

(８) 研究責任者は、1階と2階の利用者をあらかじめ区別して利用者登録することが望ましく、緊急

時を除き1階を利用した後、当日の2階の入館はすべての利用者について禁止する。 

 

＊トイレは、1階東側出入りより入館し、施設が用意したトイレ専用のスリッパに履き替え、利用す

る。 

 

2. 受入可能な動物種 

(１) 家畜・家禽エリア 

山羊、緬羊、豚、ニワトリ（雛および成鶏）およびウズラ（雛および成鶏） 

(２) 野生動物飼育実験室 

ハムスター、スナネズミ、フェレットおよびスンクス等のSPFの確認のできてない（定期的な

病原性微生物汚染の検査が行われ、その成績が添付されていない）動物ならびにこれに準ずる

動物。 

 

3. 動物の飼養保管について 

上記の受入可能な動物は、別途に定める飼育室においてのみ飼養保管できる。 

 

4. 飼育管理について 

(１) 家畜・家禽 

① 動物を飼育するケージには、所定の飼育カードに必要事項を記入したものを掲示する。 

② 動物用飼料および床敷は、利用者が準備し、施設内の所定の場所に保管する。 

③ 施設で飼育されている動物のケージ交換作業及び給餌、給水作業等は利用者が行う。 

④ 飼育室において使用する飼育器具及び機材類（ケージ、エサ箱、給水ビンなど）は利用

者が責任をもって洗浄ならびに滅菌消毒作業を行い使用する。 
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⑤ 飼育室の清掃、空調 および照明時間の管理は利用者が行う。 

⑥ 利用者は家畜および家禽の健康状態に常に注意を払い、異常が認められた場合には直ち

に報告する。 

⑦ 職員は定期的に衛生状態や飼育密度等の点検を行い、必要な場合には利用者に連絡をと

り、改善を求める。 

⑧ 職員が動物の死亡を確認した場合は、利用者に通知する。 

⑨ 各飼育室において、投与等の簡単な処置を行うことができる。 

⑩ 職員による実験補助は行わない。 

⑪ 施設の備品等を施設外に持ち出すことはできない。 

 

(２) マウス・ラット等 

① 動物を飼育するケージには、所定の飼育カードに必要事項を記入したものを掲示する。 

② 動物用飼料および床敷は、利用者が準備し、施設内の所定の場所に保管する。 

③ 動物のケージ交換作業及び給餌、給水作業等は利用者が行う。 

④ 飼育室において使用する飼育器具及び機材類（ケージ、エサ箱、給水ビンなど）は利用

者が責任をもって洗浄ならびに滅菌消毒作業を行い使用する。 

⑤ 飼育室の清掃は利用者が行う。 

⑥ 飼育室の空調の管理は23±1℃の範囲になるよう調整する。 

⑦ 照明時間は、8:00-20:00を明期、20:00-8:00（翌日）を暗期とする。 

⑧ 利用者は実験動物の健康状態に常に注意を払い、異常が認められた場合には直ちに報告

する。 

⑨ 職員は定期的に給餌、給水の点検、ケージの衛生状態および飼育密度等の点検を行い、

必要な場合には利用者に連絡をとり、改善を求める。  

⑩ 職員が動物の死亡を確認した場合は、利用者に通知する。  

⑪ 繁殖を行う場合、利用者は少なくとも週に一度は動物の状況を確かめ、繁殖記録作成等、

適切な管理をしなければならない。 

⑫ 利用者は離乳後の産仔は親の収容ケージから分割を行う等、ケージ内頭数を適正な状態

に保ち、動物の福祉に配慮しなければならない。 

⑬ マウスは、原則として1ケージあたりの最大収容頭数を5匹までとする。 

⑭ ラット・ハムスター・スナネズミは、原則として1ケージあたりの最大収容頭数を2匹ま

でとする。 

⑮ 単独飼育用ケージにあたっては、動物種にかかわらず1匹までとする。 

⑯ 長期間管理を怠っている場合、施設長の判断で利用を停止させる場合がある。 

⑰ 各飼育室において、投与等の簡単な処置を行うことができる。 

⑱ 職員による実験補助は行わない。 

⑲ 施設の備品等を施設外に持ち出すことはできない。 
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5. 早朝および夜間の利用 

(１) 家畜・家禽エリアでは、原則として入館制限は行わないが、利用責任者の管理のもと事故防止

等の安全確認を怠らない。 

(２) 野生動物飼育実験室では、照明時間が8:00-20:00を明期、20:00-8:00（翌日）を暗期として管

理されているため、原則として暗期の時間帯の入館は避ける。研究目的等で、夜間に入館する

必要がある場合には、事前に施設および他の利用者の許可を得る。 

 

6. 飼育室ならびに実験室の使用、実験器材及び消耗品の搬入並びに取扱いについて 

(１) 利用者の物品（飼料等を含む）を共有利用スペースに保管する場合、あらかじめ施設の許可を

得る。この場合、利用者は別途定める料金を負担するものとする。 

(２) 施設の共通実験室及び機器等を利用する場合は、あらかじめ使用する実験室の日時をWeb予約

にて予約しておく（http://www.r326.com/b/main.aspx?id=tushimaminami）。 

(３) 機械・機具類を実験室・飼育室に搬入する必要がある場合は、あらかじめ「機器類搬入願」（様

式５号）に必要事項を記入し、受付に申し込む。 

(４) 機器の搬入は、職員の立ち会いのもとで利用者が行う。 

(５) 持込まれた機器類の維持・管理は利用者が行い、所属と氏名、使用期限を明記する。 

(６) 実験終了後、持込み機器類を継続して使用しない場合には職員へ連絡の上、速やかに搬出する。  

(７) 他の利用者の実験や施設の運営に支障が生じる場合は、利用者と相談の上、施設は当該機器類

の搬出を指示する場合がある。  

(８) 簡単な解剖用具及び少量の注射器具類等の消耗品は、特に届け出なくても搬入することができ

るが、室内での整理整頓に心がける。 

 

7. 病原性微生物検査について 

野生動物飼育実験室では、SPFの確認ができていない（定期的な病原性微生物汚染の検査が行われて

いない、もしくは、その成績が添付されていない）動物ならびにこれに該当する動物の受け入れを

許可しているが、下記の通りに施設2階と同様の病原性微生物検査を実施することで施設内の病原性

微生物の存在の有無を把握することに努める。 

原則として、マウスおよびラットを飼育している実験室には、必ずおとり動物を飼育し、その管理

は職員が行う。おとり動物として、マウスはICR雌4週齢、ラットはWistar雌4週齢を用いる。 

 

＊ ＳＰＦ基準 

津島南施設のＳＰＦの基準は、下記を満たすものとする 

(１) 国立大学動物実験施設協議会総会（平成13年5月25日）において採択された「実験動物の授受

に関するガイドライン」の定めるステータスのミニマムに該当する病原体。 

(２) 実験動物の繁殖会社（日本クレア、日本チャールズリバー、日本SLC）各社が共通に検査項目

とし、施設で検査、又は検査機関等に委託して検査することが可能なもの。 

(３) 業者の検査項目に変更がある場合には、SPF基準も変更する。 

平成30年10月現在の施設のＳＰＦ基準は以下の通りである。 

http://www.r326.com/b/main.aspx?id=tushimaminami
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＊マウス 

ネズミコリネ菌、ネズミチフス菌、ティザー菌、肺マイコプラズマ、マウス肝炎ウイルス、センダイ

ウイルス、エクトロメリアウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス 

＊ラット 

ネズミコリネ菌、ネズミチフス菌、ティザー菌、肺マイコプラズマ、センダイウイルス、唾液腺涙腺

炎ウイルス、ハンタウイルス、気管支敗血症菌 

 

8. 利用料金について 

施設利用料金は、下記の通りとする（平成29年10月現在）。 

(１) 緬羊・山羊飼育実験室、豚飼育実験室、ニワトリ飼育実験室、ウズラ飼育実験室および育雛室 

370.3円/m2/月 （日割り料金無し） 

(２) 家畜・家禽管理料 

家禽：1,000円/種/月（日割り料金無し） 

家畜：500円/頭/月（日割り料金無し） 

(３) 野生動物飼育実験室  

マウスケージ：5円/1個/日（ケージ利用料金と管理料込み） 

ラットケージ：10円/1個/日（ケージ利用料金と管理料込み） 

(４) 利用料金は、利用者が予め提出した「利用料請求先届出書」（様式６号）に記載された予算責

任者に対して４半期ごとに請求を行う。 

(５) 前項の利用料を科学研究費補助金等の外部資金から払うことを希望する場合、利用者は、前項

の届出書に代えて「外部資金払申込書」（様式７号）を提出するものとする。この場合、請求

は利用者に対して行う。 

 

9. 飼育室について 

施設1階家畜・家禽エリアおよび野生動物飼育実験室では、飼養保管できる動物種と飼育室を下記の

通りとする。 

 

 

  

豚飼育実験室 豚（必要に応じて緬羊・山羊） 

山羊・緬羊飼育実験室 山羊（必要に応じて緬羊） 

ニワトリ飼育実験室 ニワトリ 

ウズラ飼育実験室 ウズラ（必要に応じてニワトリ） 

育雛室 ニワトリ 

野生動物飼育実験室 

ハムスター、スナネズミ、フェレットおよびスンクス等のSPFの確認ができない（定期

的な病原性微生物汚染の検査が行われ、その成績が添付されていない）動物ならびにこ

れに準ずる動物（必要に応じてニワトリ・ウズラ） 
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III. 2階マウス・ラット等実験動物エリア利用手引き 

 

1. 施設の出入りについて 

(１) 施設東側正面出入口から個々に静脈認証システムを用いて解錠し、入館する。 

(２) 施設内では2階利用者は所定の上履きを着用する 

(３) 更衣室にて所定のガウン、マスクおよびキャップを着用し、手指の消毒を徹底して行ったうえ、

用務先に移動する。 

(４) 飼育室内では所定の専用スリッパを着用する。また、手指の消毒を行う。 

(５) 飼育・実験時に使用するディスポーザブルの手袋等は、利用者が準備する。 

(６) 貴重品は各自管理する。 

(７) 研究責任者は、1階と2階の利用者をあらかじめ区別して利用者登録することが望ましく、緊急

時を除き1階を利用した当日の2階の入館はすべての利用者について禁止する。 

 

＊トイレは、1階東側出入りより入館し、施設が用意したトイレ専用のスリッパに履き替え、利用す

る。 

 

2. 受入可能な動物種 

SPF（定期的な病原性微生物汚染の検査が行われ、その成績が添付されている）動物として購入もし

くは搬入可能な動物。ならびにこれに準ずるウサギ、ハムスターおよびスナネズミ。 

 

3. 動物の飼養保管について 

(１) 上記の受入可能な動物は、別途に定める飼育室においてのみ飼養保管できる。 

(２) 原則としてマウスおよびラットは指定された飼育室においてのみ飼養保管できる。 

 

4. 飼育管理について 

(１) 飼育用消耗品について 

① 動物用飼料（MF；オリエンタル酵母社）は、施設が用意し、所定の場所に保管する。 

② 利用者は、施設とは別に飼料を購入し、使用することができる。 

③ 施設とは別に利用者が発注した飼料は、利用者が納品を受け、保管場所まで運搬する。 

④ ケージ飼育用の床敷（ペパークリーン：日本SLC社）は、施設が用意し、所定の場所に保

管する。 

⑤ 利用者は、施設とは別に床敷を購入し、使用することができる。 

⑥ 施設とは別に利用者が発注した床敷は、利用者が納品を受け、保管場所まで運搬する。 

⑦ 特殊飼料及び特殊飲料水は利用者が準備する。 

⑧ ケージ利用にあたっては、所定の場所に保管してある施設指定の床敷を入れた滅菌済み

のケージを利用する。 
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(２) 飼育作業について 

① 動物を飼育するケージには、所定の飼育カードに必要事項を記入したものを掲示する。 

② 施設で飼育されている動物のケージ交換作業及び給餌、給水作業等は利用者が行う。 

③ 使用済みの飼育具及び機材類（ケージ、エサ箱および給水ビンなど）は、利用者が所定

の場所に運ぶ。 

④ 職員は、所定の場所にて使用済みの飼育具及び機材類の洗浄ならびに滅菌消毒作業を行

う。 

⑤ 職員は定期的に給餌、給水の点検、ケージの衛生状態および飼育密度等の点検を行い、

必要な場合には利用者に連絡をとり、改善を求める。  

⑥ 職員が動物の死亡を確認した場合は、利用者に通知する。 

⑦ 利用者は実験動物の健康状態に常に注意を払い、異常が認められた場合には直ちに報告

する。 

⑧ 繁殖を行う場合、利用者は少なくとも週に一度は動物の状況を確かめ、繁殖記録作成等、

適切な管理をしなければならない。 

⑨ 離乳後の産仔は親の収容ケージから分割を行う等、ケージ内頭数を適正な状態に保ち、

動物の福祉に配慮しなければならない。 

⑩ マウスは、原則として1ケージあたりの最大収容頭数を5匹までとする。 

⑪ ラット・ハムスター・スナネズミは、原則として１ケージあたりの最大収容頭数を２匹

までとする。 

⑫ 単独飼育用ケージにあたっては、動物種にかかわらず１匹までとする。 

⑬ 長期間管理を怠っている場合、施設長の判断で利用を停止させる場合がある。 

⑭ 各飼育室において、投与等の簡単な処置を行うことができる。 

 

(３) 飼育室管理について 

① 飼育室の空調の管理は23±1℃の範囲になるよう職員が行う。 

② 照明時間は、8:00-20:00を明期、20:00-8:00（翌日）を暗期とする。 

③ 飼育室の清掃は利用者が行う。 

④ 職員は定期的に飼育室内および飼育用ラックの衛生状態の点検を行い、必要な場合には

利用者に連絡をとり、改善を求める。 

 

(４) その他 

① 職員による実験補助は行わない。  

② 施設の備品等を施設外に持ち出すことはできない。 

③ 特殊系統マウスの維持については、精子、胚の凍結保存を施設に依頼することができる。

この場合、利用者は別途さだめる料金を負担するものとする。 
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5. 早朝および夜間の利用 

照明時間が8:00-20:00を明期、20:00-8:00（翌日）を暗期として管理されているため、原則として

暗期の時間帯の入館は避ける。研究目的等で、夜間に入館する必要がある場合には、事前に施設お

よび他の利用者の許可を得る。 

照明は自動制御となっているため、夜間に入館し、制御機を操作した場合には必ず元に戻す。 

 

6. 飼育室ならびに実験室の使用、実験器材及び消耗品の搬入並びに取扱いについて 

(１) 飼育に必要な最小限の飼料および消耗品等は、共有利用スペースに保管することができる。保

管時には研究室名を明記し、利用者が管理する。ただし、共有利用ができていないと判断され

る場合には、施設長の判断で撤去をもとめることがある。 

(２) 飼育室内に飼料および消耗品（ケージおよび給水ビンを含む）の保管が必要な場合は、あらか

じめ施設の許可を得る。 

(３) 施設の共通実験室及び機器等を利用する場合は、あらかじめ使用する実験室の日時をWeb予約

にて予約しておく（http://www.r326.com/b/main.aspx?id=tushimaminami）。 

ただし、長期間にわたり専有的に使用することを禁ずる。 

(４) 機械・機具類を実験室・飼育室に搬入する必要がある場合は、あらかじめ「機器類搬入願」（様

式５号）に必要事項を記入し、受付に申し込む。 

(５) 機器の搬入は、職員の立ち会いのもとで利用者が行う。 

(６) 持込まれた機器類の維持・管理は利用者が行い、所属と氏名、使用期限を明記する。 

(７) 実験終了後、持込み機器類を継続して使用しない場合には職員へ連絡の上、速やかに搬出する。  

(８) 他の利用者の実験や施設の運営に支障が生じる場合は、利用者と相談の上、施設は当該機器類

の搬出を指示する場合がある。 

(９) 簡単な解剖用具及び少量の注射器具類等の消耗品は、特に届け出なくても搬入することができ

る。しかし、室内での整理整頓に心がける。 

 

7. 病原性微生物検査について 

マウス・ラット等実験動物エリアでは、下記の通りに病原性微生物検査を実施することで施設内の

病原性微生物の存在の有無を把握し、クリーンもしくはSPF環境を維持することに努める。 

原則として、マウスおよびラットを飼育している実験室には、必ずおとり動物を飼育し、その管理

は職員が行う。おとり動物として、マウスはICR雌4週齢、ラットはWistar雌4週齢を用いる。 

 

＊ ＳＰＦ基準 

津島南施設のＳＰＦの基準は、下記を満たすものとする 

(１) 国立大学動物実験施設協議会総会（平成13年5月25日）において採択された「実験動物の授受

に関するガイドライン」の定めるステータスのミニマムに該当する病原体。 

(２) 実験動物の繁殖会社（日本クレア、日本チャールズリバー、日本SLC）各社が共通に検査項目

とし、施設で検査、又は検査機関等に委託して検査することが可能なもの。 

 

http://www.r326.com/b/main.aspx?id=tushimaminami
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(３) 業者の検査項目に変更がある場合には、SPF基準も変更する。 

平成30年10月現在の施設のＳＰＦ基準は以下の通りである。 

＊マウス 

ネズミコリネ菌、ネズミチフス菌、ティザー菌、肺マイコプラズマ、マウス肝炎ウイルス、セ

ンダイウイルス、エクトロメリアウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス 

＊ラット 

ネズミコリネ菌、ネズミチフス菌、ティザー菌、肺マイコプラズマ、センダイウイルス、唾液

腺涙腺炎ウイルス、ハンタウイルス、気管支敗血症菌 

 

8. 利用料金について 

施設利用料金は、下記の通りとする（平成27年10月現在） 

(１) 1部屋利用 

1000円/m2/月 

動物の飼育に必要なケージ、給水ビン、動物用飼料および床敷は利用者が準備する。 

必要に応じて施設が所有する動物用飼料もしくは床敷を利用することができるが、その場合は、

1袋もしくは1箱単位の金額を別途請求する。 

(２) ケージ利用 

下記の利用料金には、床敷代を含むものとする。 

ペット用シーツの利用を希望する場合には20円/枚で使用することができる。 

① マウス 

 

 

 

 

 

 

 

② ラット・ハムスター・スナネズミ 

 

 

 

 

③ ウサギ 

 

 

 

   原則として、ウサギ飼育用のケージおよび給水瓶は利用者が用意する。 

 

飼育数/ケージ 飼料代 ケージ使用料 その他管理費 計/日 一日一匹あたりの参考単価 

1 ¥0.78 

¥8.40 

¥0.62 ¥9.80 ¥9.80 

2 ¥1.56 ¥1.24 ¥11.20 ¥5.60 

3 ¥2.34 ¥1.86 ¥12.60 ¥4.20 

4 ¥3.12 ¥2.48 ¥14.00 ¥3.50 

5 ¥3.90 ¥3.10 ¥15.40 ¥3.08 

飼育数/ケージ 飼料代 ケージ使用料 その他管理費 計/日 一日一匹あたりの参考単価 

1 ¥2.34 
¥18.57 

¥0.94 ¥21.85 ¥21.85 

2 ¥4.68 ¥1.88 ¥25.13 ¥12.57 

飼育数/ケージ 計/日  

1 ¥90.5 ペット用シーツ（1枚/日）、エサ代およびその他管理費込 
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(３) 消耗品等 

入館時消耗品の利用料金は下記のとおりとする。 

利用毎に氏名、使用数および研究室名を明記する。 

記入漏れ、もしくは無断使用等があった場合には倍の金額を請求するものとする。 

 

 

 

(４) 利用料金は、利用者が予め提出した「利用料請求先届出書」（様式６号）に記載された予算責

任者に対して４半期ごとに請求を行う。  

(５) 前項の利用料を科学研究費補助金等の外部資金から払うことを希望する場合、利用者は、前項

の届出書に代えて「外部資金払申込書」（様式７号）を提出するものとする。この場合、請求

は利用者に対して行う。  

(６) 胚の凍結保存については１件あたり50,000円、精子の凍結保存については１件あたり 20,000

円、凍結胚の移植については１件あたり50,000円、凍結精子を用いた体外受精と 胚の移植に

ついては１件あたり 80,000円とする。 

 

9. 飼育室について 

施設2階マウス・ラット等実験動物エリアでは、飼養保管できる動物種と飼育室を下記の通りとする

（平成30年4月現在）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 作業動線について 

施設2階マウス・ラット等実験動物エリアでは、作業動線順位を下記の通りとする（平成30年4月現

在）。 

原則として、順位下位の飼育室に入室した場合、上位の飼育室には入室できない。 

①クリーンルーム、②マウス飼育室、③ラット飼育室、④薬学部動物室、⑤検疫・胚操作室、⑥小

動物飼育室 

＊実験室については動線順位には含まないが、使用後、必ず清掃・消毒を利用者が責任もって行う。 

マスク・キャップ・ガウン 1組 ¥80 

ペーパータオル 施設負担 

クリーンルーム 

マウス 

第１飼育実験室 

第２飼育実験室 

第３飼育実験室 

第５飼育実験室 

検疫・胚操作室 

第６飼育実験室 

ラット 第７飼育実験室 

第８飼育実験室 

小動物飼育実験室 ウサギ（ハムスター・スナネズミ・モルモット） 
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岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設における 

家畜伝染病予防マニュアル 

 

岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設（以下、「施設」という。）では、家畜伝

染病予防法で定められている法定伝染病、特に口蹄疫および高病原性鳥インフルエンザに感染する可能性

のある家畜および家禽が飼育されている。これらの伝染病が発生した場合には岡山大学だけでなく周辺地

域の家畜、家禽の生産に大きな影響を与えることから、施設における飼育動物への法定伝染病の感染を未

然に防止するため本マニュアルを定めるものとする。 

 

1. 通常時（警戒時以外） 

下記の（１）から（６）の事項を遵守して飼育管理をおこなう。 

(１) 施設敷地内への立ち入り 

① 事前に登録された施設利用者、許可を受けた関係業者および一時立ち入り者以外は敷地内

へ立ち入ることができない。 

② 敷地内への立ち入りは敷地の東北角の門扉から行うこととし、その他の場所からの立ち入

りを禁止する。 

③ 資材の搬出、搬入などのやむを得ない場合を除いて車両による敷地内への侵入は避ける。 

  

(２) 施設１階の家畜・家禽飼育エリアへの立ち入り 

① 家畜・家禽飼育エリアへは、西側の出入り口に設置された前室を経由して出入りすること

とし、東側出入口を経由しての出入りは原則として禁止する。施設への入退出にあたって

は、氏名、時間等を記録する。 

② 家畜・家禽飼育エリアに立入る者は、飼育専用の上衣を着用し、前室内に設置されている

踏込消毒槽で履物を消毒して前室に入り、前室において飼育エリア専用の履物を着用し、

手指の消毒を行った後に、さらに廊下側の踏込消毒槽で履物を消毒した上で家畜・家禽飼

育エリアに入らなければならない。 

③ 個々の家畜・家禽飼育室および飼育室南側運動場の出入口にも同様の消毒槽を設置して消

毒を励行する。 

  

(３) 家畜・家禽飼育エリアにおける斃死動物や家畜伝染病の感染が疑われる動物の扱い 

① 施設において飼育されている家畜や家禽に家畜伝染病の感染が疑われる斃死個体や体調

不良個体を発見した場合には、ただちに、飼育室使用責任者を通じて津島南施設長（以下、

「施設長」という。）に連絡する。 

 

(４) 学外，家畜・家禽飼育施設に出入りした者及び家畜伝染病汚染地域及び汚染国に滞在した者の

取扱い 

① 国内において家畜・家禽飼育施設に出入りした者については当日中、海外において家畜・

家禽飼育施設に出入りした者については７２時間、口蹄疫および高病原性鳥インフルエン
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ザ発生国および地域に滞在したものについては１週間の間施設敷地内に立ち入ることを

制限する。 

 

(５) 施設南側圃場におけるヤギの放牧 

① 施設南側圃場におけるヤギの放牧にあたっては、ヤギに接する可能性のある一般見学者に

対して家畜感染症予防のための注意事項を掲示する。 

 

(６) 飼育室で飼育されている家禽類の飼育 

① 施設において家禽類を飼育する者は、飼育室の窓や出入り口部分に防鳥ネットを設置する

とともに、出入り時にはこの防鳥ネットを確実に閉じ、飼育室内の家禽と野鳥の接触の防

止を厳密に行う。 

 

2. 警戒時 

周辺国、周辺地域で口蹄疫あるいは高病原性鳥インフルエンザの発生が見られ、特に厳重な警戒が必

要な場合については、上記項目に加えて、そのレベルに応じ下記の措置を執ることとする。 

 

(１) レベル1 （国内発生はないが隣国で口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの発生がみられるとき） 

・ 動物の健康状態の観察を強化する。 

・ 施設内への一時立ち入り者、関係業者、動物と接触する可能性のある見学者に対する注意

喚起を強化する。 

・ 発生国に滞在した者は、その旨施設長に届け出る。 

 

(２) レベル2 （国内で口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの発生がみられるとき） 

・ レベル1までの対応策に加え，踏込消毒槽の消毒液をより強い効果をもつビルコンS等に変

更する。また、飼育施設周辺の消毒等を強化する。 

・ 南施設敷地入口、家畜・家禽飼育エリア出入口付近に石灰散布を行い、車両の出入りを極

力制限する。 

・ 事前に登録された施設利用者、許可を受けた必要最低限の関係業者以外の者の敷地内への

立ち入りは原則禁止とする。施設利用者は、移動制限区域、搬出制限区域およびその周辺

地域への訪問、滞在を可能な限り避け、もし、訪問、滞在した場合は、施設長にその旨届

け出るとともに、１週間の間施設への立ち入りを制限する。特に、当該地域において家畜・

家禽飼育施設に立ち入ることは極力さけ、もし立ち入る場合は事前に施設長に届け出る。 

・ ヤギにあっては、Bゾーンへの放牧は禁止する。 

・ 上記の措置は、最終発生例処分後，21日間を経て解除とする。 

(３) レベル3 （近隣県で口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの発生がみられるとき） 

・ レベル2までの対応策に加え，消毒液噴霧器および簡易式車両消毒槽を施設敷地出入口に

設置し、施設内に乗り入れるすべての車両の消毒を行う。敷地出入口の門扉は車両等の通

過時以外は閉鎖する。 
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・ 家畜の屋外への放牧も禁止し、家畜、家禽を使用する実験は、施設内のみ可とする。 

 

(４) レベル4 （県内で口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの発生がみられるとき（移動制限区域外）） 

・ 家畜、家禽を使用した実験を中止し、飼育動物への不必要な接触を避けるとともに、健康

状態についての綿密な観察をおこない、必要な場合には家畜衛生保健所に連絡する。 

・ 家畜・家禽飼育エリアへの立ち入りを必要最小限に制限する。 

 

(５) レベル5 （県内で口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの発生がみられるとき（移動制限区域内）） 

・ 国の口蹄疫防疫指針に基づいて対応する。また、関係部局よりなる対策本部を設置する。 

・ 施設に立ち入る者を必要最小限に制限し、家畜、家禽飼育エリアに立ち入る場合は施設長

の許可の下、防護服を着用した上で立ち入る。 

・ 飼育する家畜、家禽に何らかの異常がみられた場合は，ただちに担当教員、施設長に連絡

するとともに家畜衛生保健所に通報する。 

・ 第一発見者等は，獣医師が到着するまで対象動物を保定し，観察を続けながら他の者が近

寄らないようにする。獣医師および家畜衛生保健所の診断結果が得られ次第，担当教員お

よび動物実験施設長から学内関係者に連絡する。これらの対応措置はすべて記録しておく。 



 20 

発生レベル別危機管理マニュアル 

 

 

レベル 

消 毒 施設への 

通行規制 

（出入口） 

視察・研修 

（国内居住者） 

視察・研修（海

外渡航者・国外

居住者） 

動物の飼育

管理体制 

 

放牧 

Aゾーン 

放牧 

Bゾーン 

0 

（通常） 

踏込槽設置

（消毒薬：4%

炭酸ソーダ

等） 

なし（ 通常（*） 

（靴消毒徹底） 

 

帰国・入国後72

時間以内原則禁

止（*） 

以後、国内居住

者に準ずる 

舎内実験○ 

放牧実験○ 

○ ○ 

1 

（隣国） 

同上 同上 同上 同上 舎内実験○ 

放牧実験○ 

観察 

強化 

 

○ 

 

観察 

強化 

○ 

 

観察 

強化 

 

2 

（国内） 

踏込槽での

消毒強化 

（消毒薬：ビ

ルコンS等

へ変更） 

石灰散布 

 

 

原則禁止 原則禁止 舎内実験○ 

放牧実験○ 

○ × 

3 

（隣県） 

関係車両の

噴霧消毒 

 

原則閉鎖 

（侵入車両

の噴霧消毒

を確実に行

う） 

同上 同上 舎内実験○ 

放牧実験× 

× × 

4 

（県内＆移動

制限外） 

同上 同上 同上 同上 舎内実験× 

放牧実験× 

× × 

5 

（県内＆移動

制限内） 

 

国の口蹄疫防疫指針に基づいて対応する 

 

* 国内居住者でも畜産農家等訪問後は72時間以内原則禁止。また，口蹄疫発生国からの帰国・入国者は1

週間以内原則禁止。 

 

 



 

＜お問い合わせ＞ 

 

お問合せ先 内 線 

津島南施設 ８３８２ 

津島南施設 事務担当 (鹿田)７４４５ 

研究交流企画課 ７１１６ 

 

 

 

 

 ＜津島南施設 ホームページ＞ 

 

http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~animal/tsushima_minami_hp/index.html# 

 

 ・利用要項、利用手引きのダウンロード 

・各申請書などの様式のダウンロード 

・動物の搬入予定表 掲載 

 

 

 

http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~animal/tsushima_minami_hp/index.html

