首都圏の国立大学における「動物実験に関する教育訓練」の実施状況調査結果
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動物の生体を用いた授業・

動物を扱う全ての教職員及び学生

動物実験に関する教育訓

実習・研究等、動物実験を

を対象に動物実験に関する教育訓

練の受講は義務ですか？

実施していますか？

練を実施していますか？

それとも任意ですか？

受講対象者が実際に受講したことを確認する手段を具体的にご説明くだ
大学名

さい。
(ア) 動物を扱う全ての教職員及び
茨城大学

実施している

動物実験講習会の講習会場の入口にて、記名により所属部局・学籍教職
(ア) 受講は義務

学生を対象に実施している

員番号・氏名を確認している。

(ア) 動物を扱う全ての教職員及び
筑波大学

実施している

受講者が提出した出席票を主催者が受領して確認を行う。
(ア) 受講は義務

学生を対象に実施している

または、主催者が出席簿に出席者を記録して確認を行う。

筑波技術大学

回答拒否
（1） 全教員へ教育訓練の開催を通知し、受講対象者（研究室所属学生
を含む）一覧の提出を依頼する。
(ア) 動物を扱う全ての教職員及び

宇都宮大学

実施している

（2） 受講終了後にチェックシートの提出を義務付けており、当書の提出
(ア) 受講は義務

学生を対象に実施している

をもって受講確認を行う。
（3） （1）の一覧とチェックシートを照合し、提出状況を確認し、未提出者
には別途連絡をする。
1. 対面講習の場合は受講者による出席簿への記帳、カードリーダー読

(ア) 動物を扱う全ての教職員及び
群馬大学

実施している

み取り
(ア) 受講は義務

学生を対象に実施している

2. オンライン講習の場合は大学オンラインシステムによる受講者の自動
登録

(ア) 動物を扱う全ての教職員及び
埼玉大学

実施している

(ア) 受講は義務

出席表の確認、システムからの受講履歴の確認

(ア) 受講は義務

教育訓練はオンラインで実施しており、受講の状況を確認している。

学生を対象に実施している
(ア) 動物を扱う全ての教職員及び
千葉大学

実施している
学生を対象に実施している

東京大学

回答拒否
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実験に関する教育訓練（研修会）を受講しなければ、動物実験に必須の
(ア) 動物を扱う全ての教職員及び
東京医科歯科大学

実施している

基礎研究 ID が発行されず、動物実験を行うことができません。学内のシス
(ア) 受講は義務

学生を対象に実施している

テムで必要研修会の受講状況（基礎研究 ID 付与状況）を管理しており、
当該教育訓練の受講の有無を確認できます。

東京外国語大学

実施していない

東京学芸大学

実施していない

東京農工大学

実施している

(ア) 動物を扱う全ての教職員及び

受講終了後に Web フォームで期限までに受講登録をするよう求めてお
(ア) 受講は義務

学生を対象に実施している
東京藝術大学

り、受講修了者を確認できるようにしている。

実施していない
対面の場合：学生証、ID カードで講習会場の入退室時に受講名簿と照合
(ア) 動物を扱う全ての教職員及び

東京工業大学

実施している

し、チェックしている。
(ア) 受講は義務

学生を対象に実施している

オンライン開催の場合：事前受講登録をし、講習出席者と名簿を照合して
いる。

(ア) 動物を扱う全ての教職員及び
東京海洋大学

実施している

(ア) 受講は義務

オンラインシステムで受講履歴の有無を確認する。

学生を対象に実施している
お茶の水女子大学

回答拒否
・ 安全講習会の開催にあたり、研究室ごとに受講対象者を事前に登録
し、実際に受講したか確認している。
(ア) 動物を扱う全ての教職員及び

電気通信大学

実施している

(ア) 受講は義務

・ 実験計画書の提出時に、実験実施者は安全講習会受講番号を記入

学生を対象に実施している
することとしており、安全講習会を受講しなければ実験実施者になれない
こととしている。
一橋大学

実施していない
(ア) 動物を扱う全ての教職員及び

横浜国立大学

実施している

(ア) 受講は義務
学生を対象に実施している
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受講日に名簿に氏名を自署。

※JAVA 注：質問状の形式での回答ではなく電子メールにて下記の内容の回答あり

本学は、大学共同利用機関（研究所）という別法人の研究機能を活用して大学院教育を行っております。
※本学の教育研究組織
https://www.soken.ac.jp/outline/organization/educational_research/
総合研究大学院大学

そのため、動物実験や実験動物の取り扱いに関する教育訓練や、研究倫理教育等については、別法人となる各研究所において責任をもって行っております。
先導科学研究科のみ、別法人でなく本学が置く組織となります。
こちらは、『総合研究大学院大学動物研究ガイドライン』を定めておりますが、実施している内容は、動物園にいる動物や野生動物の『行動観察』のみであることから、今回の
調査については、「該当なし」として回答させていただきます。
なお、動物研究にかかる教育訓練については、実施している旨、申し添えます。

政策研究大学院大学

実施していない

新型コロナウイルスの感染拡大により、在宅

動物を扱う機会のない教職員や
例年と異なる方法にて実施したとご回答された場合、昨

勤務やオンライン講義が行われているかと存
大学名

過去 5 年間で希望者に対し
学生であっても、動物実験に関

年度の受講対象者が実際に受講したことを確認する手
じます。昨年度はどのように動物実験に関す

て受講を認めなかったことは
する教育訓練の受講を希望すれ

段を具体的にご説明ください。

ありますか？

る教育訓練を実施しましたか？

ば受講を認めていますか？
オンラインで出席者一覧をデータで出力し、大学構成員

茨城大学

オンラインによる動物実験講習会を実施。

(ア) 認めている

ない

(ア) 認めている

ない

（学生・教職員）に個別に付与される ID により確認した。
オンラインによる講義については、受講者が提出した出
オンラインで教育訓練を実施した。また教育
席票の確認を行い、オンラインシステム上の受講履歴を
訓練の内容に応じて対面が必要な一部は社
筑波大学

主催者がチェックして確認を行った。対面による教育訓
会的距離を保ち対面で教育訓練を実施し
練については、主催者が出席簿に出席者を記録して確
た。
認を行った。

筑波技術大学

回答拒否
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（1） 全教員へ教育訓練の開催を通知し、受講対象者
動物実験責任者へ資料・チェックシートを配
（研究室所属学生を含む）一覧の提出を依頼する。
布した。
（2） 受講終了後にチェックシートの提出を義務付けて
宇都宮大学

また、所属学生・教職員に対しては、資料等

(ア) 認めている

ない

受講者の大学オンラインシステムによる自動登録

(ア) 認めている

ない

システムからの受講履歴の確認

(ア) 認めている

ない

(ア) 認めている

ない

おり、当書の提出をもって受講確認を行う。
をもとに実験実施責任者の指導によるものと
（3） （1）の一覧とチェックシートを照合し、提出状況を確
した。
認し、未提出者には別途連絡をする。
群馬大学

オンラインにて実施
オンデマンド形式、オンラインテストにより実

埼玉大学
施
千葉大学

オンラインで実施した。

東京大学

回答拒否
（ウ）その他（動物を扱う機会のな
い教職員や学生への教育訓練
は規定していませんが、希望があ
実験に関する教育訓練（研修会）を受講しなければ、動
事前登録制による Web 会議システムや、本

った場合は飼養保管基準「管理
物実験に必須の基礎研究 ID が発行されず、動物実験

学教職員及び学生であることで付与される
東京医科歯科大学

者等は実験動物の飼養及び保
を行うことができません。学内のシステムで必要研修会

ID でのログインによる e-learning システムを

管並びに実験等に関係のない者
の受講状況（基礎研究 ID 付与状況）を管理しており、当

利用した講義形式にて実施しました。

が実験動物に接することのないよ
該教育訓練の受講の有無を確認できます。
う必要な措置を講じること。」につ
いても考慮した上で、検討するこ
とになります。

東京外国語大学
東京学芸大学
受講終了後に Web フォームで期限までに受講登録をす
昨年度よりオンデマンド講義により教育訓練
東京農工大学

るよう求めており、受講修了者を確認できるようにしてい
を実施している。
る。
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(ア) 認めている

ない

東京藝術大学
（ウ）その他（教職員、学生（聴講
Zoom を用いたオンラインでの開催（講習内

2 つ前の質問で回答した方法に加えて、講習中に任意

容は対面の場合と同じ）

の時間に投票システムを用いて小テストを実施した。

東京工業大学

生等は除く）であれば希望すれ
ば受講を認めている）
オンラインシステム及び指導教員による実地

東京海洋大学

オンラインシステムで受講履歴の有無を確認する。

(ア) 認めている

ない

(ア) 認めている

ない

(ア) 認めている

ない

指導により実施。
お茶の水女子大学

電気通信大学

回答拒否
・ 安全講習会をビデオ会議システムを利用

・ 安全講習会の開催にあたり、研究室ごとに受講対象

してオンライン開催した。

者を事前に登録し、実際に受講したか確認している。

・ 開催日当日に参加できなかった者には、

・ 実験計画書の提出時に、実験実施者は安全講習会

収録した動画をオンデマンド教材として提供

受講番号を記入することとしており、安全講習会を受講

し、視聴したことを自己申告してもらった。

しなければ実験実施者になれないこととしている。

一橋大学
横浜国立大学

今年度同様、講義室にて複数回実施。

総合研究大学院大学
政策研究大学院大学
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