
動物実験部 霞動物実験施設 
 

はじめに 
 

 霞動物実験施設は「科学的かつ合理的な動物実験環境と微生物学・遺伝学的にも質の

高い実験動物の提供」を理念に運営され、動物実験を通して学内外の生命科学分野にお

ける研究の発展に大きな貢献を果たしてきた。その中にあって、年々多様化が進む動物

実験施設へのニーズに応えるべく、以下の３点を柱に動物実験に関わる生命科学分野の

研究支援体制強化にあたっている。 

１）適正な動物実験環境の提供 

 科学的かつ合理的な動物実験実施環境と微生物学・遺伝学的にも質の高い実験動物を

全学に提供する為、動物実験に関連する法律やガイドライン等に基づいた飼育環境の維

持・整備、ならびに検疫や系統維持等の業務について体制強化を進めてきた。また、微

生物モニタリングおよび感染動物クリーニングの体制を整備することで適正な実験動

物の管理・供給に努めるとともに、受精卵凍結保存による動物系統の維持を推進して動

物飼育の省力化と省スペース化を推進している。 

２）法律、指針等への対応 

 動物実験に関わる法律、指針、ガイドラインの遵守の為、広島大学動物実験委員会や

国立大学法人動物実験施設協議会との連携をはかりながら、動物愛護ならびに福祉の精

神に基づく適正な動物実験実施に向けた指導的役割を果たしている。特に、近年の遺伝

子組換え生物等使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律等（カルタヘナ法

関連法律）の施行（平成 16 年）、動物の輸入届出制度の改正（平成 17年）、動物の愛護

及び管理に関する法律の改正（平成 17 年）、研究機関等における適正な動物実験等の実

施に関する基本指針の告示（平成 18 年、文部科学省）などに伴い動物実験実施を取り

巻く環境が大きく変化したが、これを遵守すべく迅速な対応に努めてきた。 

３）先端研究のサポート 

 実験動物を用いた生命科学分野の先端研究を支援すべく、生殖工学技術を駆使した受

精卵凍結保存を基盤とした実験動物の維持・供給体制（胚バンクシステム）を導入し、

2006 年度より業務として本格稼働させてきた。これにより効率的な動物個体供給や系

統維持、国内外における胚バンクシステムを利用した凍結受精卵による系統導入や分与

等にも対応可能となっている。また、広島大学独自の遺伝子組換え動物を新規に作製・

供給できる体制を構築し、学内外の動物実験を伴う研究のサポートにあたっている。こ

の一方で、近年では小動物用 X 線マイクロ CT スキャナや超高感度発光・蛍光イメージ

ングシステム等の最新機器の導入を進めており、最先端の解析実験にも対応できる体制

を築いている。 

 以上の取組みの下に、今後も広島大学における生命科学分野の研究の要となるべく、

また地域の中核となる動物実験施設として位置付けできるよう、研究支援体制の強化と

基盤研究の活性化に取り組んで行きたい。 
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施設概要 

 
基本設計  広島大学施設部 

実施設計 建築 広島大学施設部、（株）教育施設研究所 

設備 広島大学施設部、（株）第一設備事務所 

施工 建築 東急建設（株） 

電気 浅海電気（株） 

設備 ダイダン（株）、（株）トーヨコ理研、三菱電機（株） 

工期  平成 6 年 10 月〜平成 7年 12 月 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造 6 階 

建築面積 1,102 ㎡ 延床面積 4,274 ㎡ 

機械設備 空調 動物飼育系は中央方式 24 時間、その他は個別ヒートポン

プエアコン方式 

給水 市水道を高置タンクより供給、給湯、（貯蔵量 2,000 ㍑） 

排水 分流（生活系・実験系・雨水系・動物汚水系）の自然流下 

ガス 都市ガス 

医療ガス 吸引、圧縮空気 

電気設備 受変電容量 6.6KV･500KVA、非常用発電機容量3φ200･150KVA 

搬送設備 エレベーター2台（内 1台は車椅子兼用） 

750 ㎏（11 人）45m/mim、5 ヶ所停止 2 台、動物ラック等搬送のため

規格形寝台用 

 

 

事業内容 
 

 当施設は、広島大学における動物実験に関する「支援」および「教育」という２つの

大きな役割を担っている。支援業務としては、国際的基準においても適正な飼育環境を

提供するとともに、検疫、系統維持、受精卵・配偶子の凍結保存ならびに遺伝子組換え

動物作製等の専門的ニーズにも対応している。一方、教育活動として、飼育繁殖、環境

統御、倫理ならびに生殖工学技術に関する講習会を実施している。 

 

１．教育活動 
 

１）施設利用者講習会（年間 5 回実施） 

  ・実験動物学ならびに施設利用方法の講習 
 

２）生殖工学基礎技術講習会（不定期） 

  ・受精卵の凍結保存を中心としたマウスの生殖工学技術に関する講習 

  ・実験動物の微生物的および遺伝的統御に関する講習 
 
２．支援業務 
 

 当施設では、マウスやラット等の小型実験動物から、イヌやブタ等の中型実験動物の

受入に対応し、さらに感染実験等の特殊な実験に対応可能な P3 レベルの飼育・実験区

域や、手術等の実験処置に対応可能な種々の実験室を備えている。また、広島大学動物
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実験規則をはじめとした動物実験に関わる法律、指針、ガイドラインに基づいた環境の

整備・統御を行うため、特に飼育管理については全国に先駆けて SOP（標準手順書）を

作成し、これに従った施設管理を実践することで、精度の高い動物実験が可能な環境を

備えている。 

 マウスおよびラットにおける体外受精、受精卵および配偶子の凍結保存、胚移植によ

る個体作製などの一連の生殖工学技術の提供体制を備えている。これにより、効率的な

個体供給や系統維持、国内外における胚バンクシステムを利用した凍結受精卵による系

統導入や分与等にも対応可能である。また、受精卵への DNA 顕微注入によるトランスジ

ェニック（Tg）マウス・ラット、ならびに ES 細胞へ遺伝子相同組換え技術と卵子の顕

微操作技術を駆使したノックアウト／ノックイン（KO/KI）マウスといった遺伝子組換

え動物の作製等、新規の実験動物の開発にも対応している。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺伝子組換え動物の作製 胚バンクシステム 
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１）施設実績（平成 23年 4 月〜平成 24年 3 月末） 
 

利用者講習会の参加者数  6 回実施     218 名 

施設利用登録者数（更新を含む）      617 名 

延べ入館者数 33,358 人 

検疫等検査 

    モニタリング 55 匹 

      検疫検査 375 匹 

動物搬入（購入）数 

    マウス 7,875 匹 

       ラット 3,271 匹 

       ウサギ 149 匹 

       モルモット 50 匹 

       ハムスター 2 匹 

    スナネズミ 24 匹 

       ブタ 11 匹 

       イヌ 30 匹 

       ネコ 8 匹 

    サル 0 匹 

       ウズラ              176 匹 

各動物種延べ飼育ケージ数 

    マウス 

 

    801,175 ケージ 

       ラット 121,113 ケージ 

       ウサギ 18,654 ケージ 

       モルモット 499 ケージ 

    ハムスター 8 ケージ 

    スナネズミ 808 ケージ 

       ブタ 3,440 ケージ 

       イヌ 11,028 ケージ 

       ネコ 5,253 ケージ 

    サル 3,660 ケージ 

       ウズラ 2,435 ケージ 

生殖工学技術サービス 

    受精卵の凍結保存（マウス） 

    受精卵の凍結保存（ラット） 

    Tg 動物の作製（マウス） 

32 系統 

6 遺伝子 

3 遺伝子 

死体処理量 3,690,485 g 

洗濯枚数 67,015 枚 

エネルギー使用量  

    電気使用量 

    水道使用量 

      ガス使用量 

 1,447,637 kw 

12,831 m3 

231,079 m3 

― 44―



２）設備修理等一覧（平成 23 年 4月〜平成 24年 3 月末） 
 

4 月  コンプレッサーリミットスイッチ交換修理 

揚水ポンプ修理 

5 月  空調機の修理 

6 月  1 階オートクレーブ温度センサー交換修理 

  排水 ph 計の修理 

8 月  吸引ポンプ修理 

301 号室エアコン修理 

9 月  3 階オートクレーブ機械室給気ファンの交換修理 

スチームトラップ交換修理 

  11 月  402,412,E ゾーン温度指示調節計の交換修理 

12 月  1 階検疫区系統の CAV 交換修理 

高架水槽修理 
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