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１．施設への入退方法 

・教育訓練を受けて、初めてカードが有
効になります。 

 

・施設は24時間利用できます。 

カードリーダー（黄色丸内） 

入退に際してはカード（職員証、学生証等）を使用してください。 



２．衛生管理(1)：施設内での履物と着衣 

内履 

スノコ 

・スノコの上は素足で上がってくださ
い。 

 
・内履(一般区域用)を履いて入館して

下さい。 
 
・内履きは、男性用が水色、女性用が 
 ピンクです。 
 
 
 
・施設内では、研究室あるいは病院の  
 白衣を脱いで、施設専用白衣(一般    
 区域専用)に着替えることをお勧め 
 します。 
 
・3階にシャワー付きの更衣室があり  
 ます。着替えに利用してください。 
 
・貴重品は持参して下さい。 
 



３．衛生管理(2)：消毒と履物のはき替え 

・各階に手袋、マスク、キャップ等の
衛生用品を収容したキャビネットが
設置してあります。 

 
・消毒用のアルコール、マイクロカッ

トを用意してあります。 

・各飼育室の扉付近には黄色または緑
のテープが貼ってありますが、こ
の枠内で一般区域用サンダルを脱
いで下さい。 

 
・飼育室へ入る場合、手袋、マスク、

キャップを着用し、飼育室専用サ
ンダルを履き、飼育室専用白衣に
着替えて下さい。 

マイクロカット エタノール 



４．飼育室専用白衣 

・各階のファンシーケース
またはロッカーの中に飼
育室専用白衣を用意して
あります。 

 
・男性用が水色、女性用が

ピンクです。 
 
・汚れた白衣は、ロッカー

脇の青いバケツに入れて
ください。 

 

施設職員がランドリーで洗濯し、70度で乾燥してあります。 



５．マウスおよびラット飼育器材の注文方法 

注意 
 

・AおよびBセッ
トについては、
準備の都合上、
使用する１週
間前までに記
入してくださ
い。 

 
・ケージ、フタ、

給水ビンの必
要数をできる
だけ正確に記
入して下さい。 

・Aセット 
 滅菌水を詰め

た給水ビンを
供給します。 

・Bセット 
 滅菌した給水

ビンだけを供
給します。水
道水を詰めて
使用してくだ
さい。 

・Cセット 
 滅菌資材室で 
 各自準備して

ください。利
用数をノート
に記入してく
ださい。 

 マウス飼育器材の注文には３種類（A、BおよびCセット）があります。ラット
についてはCセットだけです。 



６．滅菌資材室Ａ（マウス飼育器材収容室）について 

・ケージ・フタ・給水ビン・チップ等は全て
オートクレーブ滅菌済みです。 

 
・収容されている器材はすべて共同です。 
 
・器材を持ち出す場合、布製の滅菌袋に入れ

て下さい。 
 
・滅菌室に台車を入れる場合、消毒液を全体

に噴霧して下さい。 
 
・「C」セットを注文した方はケージ、フタ、

給水ビン、チップ等を各自用意して下さい。
使用数を備え付けのノートに記入して下さ
い。 

 
・袋に添付してあるラベルの講座名、利用者

名、注文数等を確認して下さい。 

ラベル 

布袋 

 この部屋(下の写真)にはマウス用飼育器材が収容されています。 



７．滅菌資材室Ａでのマウスケージの取扱い 

・マウスケージに滅菌済みチップを約2ｃ
ｍ位の高さに入れ、最上部に空のケー
ジをのせます。 

 
・タテ１列に最高15ケージ入ります。 
 
 
 
 
・ケージ、フタ、給水ビン等の器材を入

れた後、袋の口をひもでしばり、滅菌
状態を保ちながら飼育室まで運搬しま
す。 

 
・飼育室内に入れる際には、袋の表面

（特に底）をアルコールなどで十分消
毒して下さい。 



８．滅菌資材室Ｂ（ラット飼育器材収容室）について 

・ケージ・フタ・給水ビン・チップ
等は全てオートクレーブ滅菌済
みです。 

 
・収容されている器材はすべて共同

です。 
 
・器材を持ち出す場合、布製の滅菌

袋に入れて下さい。 
 
・使用数を備え付けのノートに必ず

記入して下さい。 
 
・滅菌室に台車を入れる場合、消毒

液を全体に噴霧して下さい。 

ラットケージ 

 この部屋(下の写真)にはラット用飼育器材が収容されています。 



９．滅菌資材室Ｂでのラットケージの取扱い 

・ラットケージに滅菌済みチップを約
3cm位の高さに入れ、最上部に空の
ケージをのせます。 

 
・１袋に最高10ケージ入ります。 
 
 
 
 
 
・ケージ、フタ、給水ビン等の器材を入

れ、袋の口をひもでしばり、滅菌状
態を保ちながら飼育室に運搬します。 

 
・飼育室に搬入する際にはアルコールな

どで袋の表面(底も)を十分消毒して
下さい。 

滅菌布袋 



10．マウスおよびラット飼料の注文方法 

・数量などは
正確に記入
して下さい。 

 
・準備の都合

上、使用さ
れる１週間
前までに記
入して下さ
い。 

・１袋(20Kg)を希
望される方は、
前の人が記入し
た番号の次の番
号を書き、持ち
出す袋の番号と
合っていること
を確認して下さ
い。 

飼料は１Kg単位で注文できますので、飼育頭数に合った量を注文してください。 



11．注文した飼料の受取り 

・１袋（20Kg）を注文した方は、
前の人の番号の次の番号
を書いて、搬出してください。 

・講座名、注文者名、注文した重量を
確認してください。 



12．３および４階の滅菌資材等収納庫 

・3階と4階のダム
ウェーター横に滅菌
準備室を設けてあり、
AおよびBセットの注
文器材が収容されて
います。 

 
・袋のラベルで講座名、

利用者名、注文数等
を確認して、使用し
て下さい。 滅菌袋に入っ

たケージ 

 AおよびBセットを注文した場合、職員が飼育室の近くの収容庫
(棚)へ運搬します。 



13．納品された動物の取扱い 

・講座名、発注者名、発注項目(動
物種、系統名、匹数等)を確認
して下さい。 

 
・輸送箱を飼育室に入れる際には

アルコールなどの消毒液を十分
噴霧して下さい。 

 
・ケージへの動物の収容は飼育室

で行って下さい。 

 業者が納品した動物は、施設の職員が3階(2ヶ所)と4階(1ヶ所)に設
置された搬入棚に運びます。 



14．死亡動物ならびに処分動物の取扱い 

・動物の死体は、ビニール袋などに入
れてください。 

 
・備え付けのノートに講座名、匹数、

総重量などの必要事項を記入して下
さい。 

 
・注射針等の危険物は入れないで下さ

い。 

フリーザー 

 死亡したり、処分した動物は、1階のフリーザーに収容してくだ
さい。職員が浜松市斎場で運び、焼却処分をしてもらいます。 

 小さい動物（マウス、ラットなど）は手
前の部屋のフリーザーに、大きな動物（ウ
サギ、イヌ、ブタなど）は、左の部屋の奥
のフリーザーに収容してください。 



15．使用済み輸送箱の処理 

使用済みの輸送箱は、汚物処理室に運んで下さい。 

輸送箱 

フリーザー 

・箱の中のチップなどは、洗浄
室 のチップ入れに捨ててく
ださい。 

 
・箱の中を空にして、図のよう
に 片づけてください。 



16．施設管理のラット飼育室 
- 網床ケージ使用 - 

・使用する金網ケージは利用者
が滅菌資材室Bから調達して
下さい。 

 
・搬入した動物は利用者各自が

ケージに収容し、ラベルを
貼ってください。 

 
・日常の給餌、給水、金網ケー

ジ交換等の飼育管理は動物実
験施設職員が行います。 

 
・給餌器及び自動給水の日々の

点検は、利用者が行って下さ
い。 

利用者の希望に応え、施設職員が飼育管理を行っている飼育室があります。 



17．施設管理のラット飼育室 
- チップ床ケージ使用 - 

・搬入された動物を利用者
各自がケージに収容し、
ラベルを貼って下さい。 

 
・日常の給餌、給水、床敷

交換等の飼育管理は施
設職員が行います。 

 
・搬入動物用のケージ、フ

タ、給水ビン等につい
ては施設職員が用意し
ます。 

ラベル 

利用者の希望に応え、施設職員が飼育管理を行っている飼育室があります。 



・最上部に講座名を記入し、動物を搬
入した場合その数を記入し、また、
実験に使用した場合はその数をマイ
ナスを付けて記入して下さい。 

 
・1ヶ月間の延べ匹数を計算して 
 管理費を請求いたします。 
 
・記入漏れに注意して下さい。  

記入例：301号室、ラット 

動物の搬入時、実験途中および実験終了時には必ず記入して下さい。 

動物 
施設 

1 木 30 

2 金 
3 土 -2 

4 日 
5 月 
6 火 5 

7 水 -2 

8 木 -3 

9 金 
10 土 
11 日 
12 月 
13 火 
14 水 
15 木 

使用数 

搬入数 

18．飼育動物数の増減表 



19．講座等の実験室への動物の運搬 

・飼育室から動物を搬出する際
にはレジ袋にケージごと入れ
て運搬して下さい。 

 
・レジ袋は、返却する時にも利

用できます。 

危険物入 

講座等の実験室へ動物を運ぶ場合、図のようにレジ袋に入れてください。 



20．洗浄室での作業衣など 

・洗浄室では、手袋、
マスク、キャップ、
専用白衣等を着用
して作業を行って
ください。 

 
・洗浄室専用のサン

ダルあるいは長靴
を履いて下さい。 

汚物処理
コーナー 

マイクロカット 



21．使用済み器材等の分別 

・使用済み給水ビンは洗浄室内の流
しにフタと本体とを分けておいて
下さい。 

 
 
 
 
 
 
・汚れたチップはバケツの中に入れ

て下さい。バケツがいっぱいに
なったらそのまま放置せず、処分
して下さい。 

 
・使用済みのフタはマイクロカット

入り薬液槽に入れて下さい。 
 
・作業終了後は、後の利用者のため

に清掃して下さい。 

マイクロカット入り 
薬液槽 

チップ入れ 
バケツ 

流し台 



22．使用済みケージの薬液処理 

・消毒用スプレーのコク
をたてにします。使用
後はコックを元の位置
にして下さい。 

・使用済みケージを適
当な高さに重ねて下
さい。 

・消毒用スプレーを強
く握り、マイクロ
カットをケージに噴
霧して下さい。 

閉まった状態 



23．ダムウェーターの使用方法 

・ランプが点いている階が利用
階です。 

  
・内扉、外扉共に上下に開きま

す。 
 
・運搬物を収容後、扉を2枚しっ

かりと閉め、行き先階のボタ
ンを押します。 

  
・行き先階で運搬物を取り出し

たら、扉をしっかり閉めてく
ださい。 

物品等専用です。 

内扉 

外扉 



24．ゴミの分別 

・2階の手術室などには一般ゴミ用(透明

のビニール袋)と感染ゴミ用(緑色の

ビニール袋)の容器を用意しています。

しっかりと分別して下さい。 

 

・使用済みのシリンジ・針等は専用の容

器に入れて下さい。 

危険物入 

 ゴミは、医療廃棄物と一般ゴミに分け、また、危険物は別の
容器等に収容して廃棄してください。 

危険物 



25．飼育室、実験室等の管理について 

       作業点検日誌
号室

### 年 管理者 管理者

4月 搬入 給餌 給水 利用者 搬入 給餌 給水 利用者

匹数 点検 点検 清掃 サイン サイン 匹数 点検 点検 清掃 サイン サイン

1 木

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水

8 木

9 金

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

17 土

18 日

19 月

20 火

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

作業終了後レ印を入れ、サインをして下さい

講座名 講座名

 飼育室等の扉に作業点検表を用意してあります。利用者は、退室時各
項目内容を確認し、印をつけて下さい。 



26．解析室について 

代謝ケージ 

  小動物（マウス、ラット等)からの摂餌量、摂水量の測定、採尿、
採糞などに使用します。 

 
・使用の際には備え付けの使用簿に必  
 要事項を記入して下さい 

Home Esc 


	写真で見る施設利用
	写真で見る施設利用
	１．施設への入退方法
	２．衛生管理(1)：施設内での履物と着衣
	３．衛生管理(2)：消毒と履物のはき替え
	４．飼育室専用白衣
	５．マウスおよびラット飼育器材の注文方法
	６．滅菌資材室Ａ（マウス飼育器材収容室）について
	７．滅菌資材室Ａでのマウスケージの取扱い
	８．滅菌資材室Ｂ（ラット飼育器材収容室）について
	９．滅菌資材室Ｂでのラットケージの取扱い
	10．マウスおよびラット飼料の注文方法
	11．注文した飼料の受取り
	12．３および４階の滅菌資材等収納庫
	13．納品された動物の取扱い
	14．死亡動物ならびに処分動物の取扱い
	15．使用済み輸送箱の処理
	16．施設管理のラット飼育室�-　網床ケージ使用　-
	17．施設管理のラット飼育室�-　チップ床ケージ使用　-
	18．飼育動物数の増減表
	19．講座等の実験室への動物の運搬
	20．洗浄室での作業衣など
	21．使用済み器材等の分別
	22．使用済みケージの薬液処理
	23．ダムウェーターの使用方法
	24．ゴミの分別
	25．飼育室、実験室等の管理について
	26．解析室について

