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ての段階についてマニュアルやプロトコールが適切なものであるか評価し、必要に応じて新たに
作成する
□実験を通して直接的または間接的に影響を受ける全ての関係者と動物について、飼育施設と協力してリスク
□実験を通して直接的または間接的に影響を受ける全ての関係者と動物について、飼育施設と協力してリスク
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
□実験手順の実施可能性と妥当性、およびそれを実施するのに必要な実験スキルについて検討する
被験物質についてできる限り多くの情報を提供する
実験動物
およびそれを実施するのに必要な実験スキルについて検討する
□できる限り余剰動物が出ないようにする
8.
健康リスク評価、廃棄物処理、汚染除去
□実験手順の実施可能性と妥当性、およびそれを実施するのに必要な実験スキルについて検討する
を調査し、実験に先立って追加で教育訓練や研修が必要であるか評価を行う
□実験計画のすべての段階についてマニュアルやプロトコールが適切なものであるか評価し、必要に応じて新たに
アセスメントを実施する
□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
□被験物質についてできる限り多くの情報を提供する
10.
実験動物
□被験物質についてできる限り多くの情報を提供する
□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
9.
被検物質と実験手順
10.
実験動物
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
作成する
10.
実験動物
11.
検疫と微生物モニタリング
□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
□実験を通して直接的または間接的に影響を受ける全ての関係者と動物について、飼育施設と協力してリスク
(C) 動物実験の品質管理
アセスメントを実施する
アセスメントを実施する
□できる限り余剰動物が出ないようにする
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
実験手順の実施可能性と妥当性、およびそれを実施するのに必要な実験スキルについて検討する
(C) 動物実験の品質管理
□実験を通して直接的または間接的に影響を受ける全ての関係者と動物について、飼育施設と協力してリスク
ク評価、廃棄物処理、汚染除去
作成する
□実験計画のすべての段階についてマニュアルやプロトコールが適切なものであるか評価し、必要に応じて新たに
□実験手順の実施可能性と妥当性、およびそれを実施するのに必要な実験スキルについて検討する
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
□実験手順の実施可能性と妥当性、およびそれを実施するのに必要な実験スキルについて検討する
□被験物質についてできる限り多くの情報を提供する
□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
9.
被検物質と実験手順
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
9.
被検物質と実験手順
出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
□被験物質についてできる限り多くの情報を提供する
アセスメントを実施する
□実験計画のすべての段階についてマニュアルやプロトコールが適切なものであるか評価し、必要に応じて新たに
□実験計画のすべての段階についてマニュアルやプロトコールが適切なものであるか評価し、必要に応じて新たに
10.
実験動物
動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
□できる限り余剰動物が出ないようにする
10.
実験動物
□被験物質についてできる限り多くの情報を提供する
11. 検疫と微生物モニタリング
アセスメントを実施する
□実験を通して直接的または間接的に影響を受ける全ての関係者と動物について、飼育施設と協力してリスク
□被験物質についてできる限り多くの情報を提供する
棄物処理、汚染除去
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
作成する
□できる限り余剰動物が出ないようにする
□実験手順の実施可能性と妥当性、およびそれを実施するのに必要な実験スキルについて検討する
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
(C) 動物実験の品質管理
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
□実験手順の実施可能性と妥当性、およびそれを実施するのに必要な実験スキルについて検討する
□実験計画のすべての段階についてマニュアルやプロトコールが適切なものであるか評価し、必要に応じて新たに
被検物質と実験手順
作成する
作成する □動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
11.
検疫と微生物モニタリング
□実験手順の実施可能性と妥当性、およびそれを実施するのに必要な実験スキルについて検討する
9.
できる限り余剰動物が出ないようにする
ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
□実験手順の実施可能性と妥当性、およびそれを実施するのに必要な実験スキルについて検討する
実験動物
□実験計画のすべての段階についてマニュアルやプロトコールが適切なものであるか評価し、必要に応じて新たに
アセスメントを実施する
2
通して直接的または間接的に影響を受ける全ての関係者と動物について、飼育施設と協力してリスク
□できる限り余剰動物が出ないようにする
□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
2
10.被検物質と実験手順
実験動物
□できる限り余剰動物が出ないようにする
10.
実験動物
□できる限り余剰動物が出ないようにする
12.
飼育環境と飼育管理
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
(C)
動物実験の品質管理
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
作成する
□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
11.
検疫と微生物モニタリング
物が出ないようにする
に必要となる使用動物の特性を明確にする
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
作成する
□実験計画のすべての段階についてマニュアルやプロトコールが適切なものであるか評価し、必要に応じて新たに
を実施する
または間接的に影響を受ける全ての関係者と動物について、飼育施設と協力してリスク
11.
検疫と微生物モニタリング
(C) 動物実験の品質管理
2 (C) 動物実験の品質管理
2
10. 実験動物
0. 実験動物 □できる限り余剰動物が出ないようにする
9.
被検物質と実験手順
□できる限り余剰動物が出ないようにする
10.
実験動物
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
(C) 動物実験の品質管理
□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
検疫と微生物モニタリング
る
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
10.
実験動物
作成する 11.□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
画のすべての段階についてマニュアルやプロトコールが適切なものであるか評価し、必要に応じて新たに
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
検疫と微生物モニタリング
11.
検疫と微生物モニタリング
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
(C) 動物実験の品質管理
11.
検疫と微生物モニタリング
□動物飼育の専門スタッフと協力して、使用動物に特有の習性や必要な配慮などに注意を払う
12. 飼育環境と飼育管理
9. 被検物質と実験手順
(C) 動物実験の品質管理
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
できる限り余剰動物が出ないようにする
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
ニタリング
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
□実験を通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
2
段階についてマニュアルやプロトコールが適切なものであるか評価し、必要に応じて新たに
□できる限り余剰動物が出ないようにする
(C) 動物実験の品質管理
9.
被検物質と実験手順
□できる限り余剰動物が出ないようにする
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
9.
被検物質と実験手順
11.
検疫と微生物モニタリング
□使用動物の順化、最適な飼育条件と飼育方法、環境要因や、それらが実験上の制約を受けるかどうか（絶食
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
□できる限り余剰動物が出ないようにする
11.
検疫と微生物モニタリング
.
被検物質と実験手順
使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
□動物実験の実施ならびに論文作成に必要となる使用動物の特性を明確にする
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
12.
飼育環境と飼育管理
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
通して排出される廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
(C) 動物実験の品質管理 2
9. 被検物質と実験手順
□できる限り余剰動物が出ないようにする
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
や単飼育など）について話し合う。
□動物飼育の専門スタッフと協力して、使用動物に特有の習性や必要な配慮などに注意を払う
□できる限り余剰動物が出ないようにする
手順
12.
飼育環境と飼育管理
2
(C) 動物実験の品質管理
(C) 動物実験の品質管理
モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
検疫と微生物モニタリング
□できる限り余剰動物が出ないようにする
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
2
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
れる廃棄物や汚物の保管・汚染除去・廃棄方法について打ち合わせを行う
11.
検疫と微生物モニタリング
9.
被検物質と実験手順
11.
検疫と微生物モニタリング
2
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
11. 検疫と微生物モニタリング
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
□使用動物の順化、最適な飼育条件と飼育方法、環境要因や、それらが実験上の制約を受けるかどうか（絶食
2
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
12.
飼育環境と飼育管理
(C)
動物実験の品質管理
12. 飼育環境と飼育管理
果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
□動物飼育の専門スタッフと協力して、使用動物に特有の習性や必要な配慮などに注意を払う
(C) 動物実験の品質管理
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
. 被検物質と実験手順
2
1.
検疫と微生物モニタリング
13.
実験手順
や単飼育など）について話し合う。
11.
検疫と微生物モニタリング
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
2
□動物飼育の専門スタッフと協力して、使用動物に特有の習性や必要な配慮などに注意を払う
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
12.
飼育環境と飼育管理
9.飼育環境と飼育管理
被検物質と実験手順
9. 被検物質と実験手順
飼育環境と飼育管理
影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
11.
検疫と微生物モニタリング
□使用動物の順化、最適な飼育条件と飼育方法、環境要因や、それらが実験上の制約を受けるかどうか（絶食
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
(C)
動物実験の品質管理
12.
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
12.
飼育環境と飼育管理
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
□動物飼育の専門スタッフと協力して、使用動物に特有の習性や必要な配慮などに注意を払う
2
□使用動物の順化、最適な飼育条件と飼育方法、環境要因や、それらが実験上の制約を受けるかどうか（絶食
9. 被検物質と実験手順
モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
□動物飼育の専門スタッフと協力して、使用動物に特有の習性や必要な配慮などに注意を払う
管理
や単飼育など）について話し合う。
9.
被検物質と実験手順
12.
飼育環境と飼育管理
(C)物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
動物実験の品質管理
物モニタリングやその結果が人員計画に影響を及ぼすかどうかについて打ち合わせを行う
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
2
2
□使用動物の順化、最適な飼育条件と飼育方法、環境要因や、それらが実験上の制約を受けるかどうか（絶食
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
□使用動物の捕獲方法、保定や個体識別方法、実験終了後の措置（本来の生息地に戻す、あるいは新たな
13. 実験手順
□動物飼育の専門スタッフと協力して、使用動物に特有の習性や必要な配慮などに注意を払う
12.
飼育環境と飼育管理
や単飼育など）について話し合う。
□使用動物に関して、推定される健康状態、輸送の際に考慮すべきこと、施設導入時の検疫および隔離、微生
動物飼育の専門スタッフと協力して、使用動物に特有の習性や必要な配慮などに注意を払う
□使用動物の順化、最適な飼育条件と飼育方法、環境要因や、それらが実験上の制約を受けるかどうか（絶食
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