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【第 1号議案】 

令和 3年度（法人第 6期）事業報告 
（2021年9月1日～2022年8月31日） 

 

1. 会員数（事業最終日：2022年8月31日） 

 1）名誉会員 

2021年8月31日   1名 

2022年8月31日   1名（増減0） 

 2）顧問 

2021年8月31日   6名 

2022年8月31日   6名（増減0） 

3）個人会員 

2021年8月31日   919名 

2022年8月31日   894名（25名減） 

 4）賛助会員 

2021年8月31日   70社 

2022年8月31日   69社（1社減） 

 

2. 機関誌と広報の送本数 

 1）機関誌 

   送本数  2021 Vol.56 No.2（12月）   987冊 

        2022 Vol.57 No.1（ 6月）   978冊 

   販売数  2021 Vol.56 No.2（12月）    6冊 

        2022 Vol.57 No.1（ 6月）    5冊 

 2）広報 

   送本数  第45号 2022年6月発行    971冊 

 

3. 第55回総会（第5回社員総会）（議事録は機関誌または協会HPに掲載） 

   開催期日： 2021年10月15日(金) 

   開催場所： 株式会社コームラ 会議室（岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ3） 

 

4. 理事会・評議員会（議事録は機関誌または協会HPに掲載） 

 1）理事会 2回開催 

   第1回 開催期日： 2021年9月30日(木) 

       開催場所： Webによるオンライン会議 

   第2回 開催期日： 2022年3月23日(水) 

       開催場所： Webによるオンライン会議 

2）理事会メール審議 8回開催 

   第1回 議決日：2021年12月3日、議題：「第69回日本実験動物学会総会・仙台大会の共催企画について」結果：承認 

   第2回 議決日：2021年12月14日、議題：「メールマガジン運用に関する規則の策定について」結果：承認 

   第3回 議決日：2022年1月19日、議題：「協会ホームページの運用に関する申し合わせについて」結果：承認 

   第4回 議決日：2022年1月19日、議題：「Grimace Scaleポスター作成費用に係る寄付について」結果：承認 

   第5回 議決日：2022年3月3日、議題：「第56回全国総会における Well-being広場（実験動物福祉部企画）の開催について」

結果：承認 

   第6回 議決日：2022年4月19日、議題：「「表彰規程」に現行の「表彰の手順に関する申し合わせ」を追加統合する件について」

結果：承認 

   第7回 議決日：2022年4月19日、議題：「「研究奨励賞選考細則」に現行の「研究奨励賞の推薦に関する申し合わせ」を追加統

合する件について」結果：承認 
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第8回 議決日：2022年4月19日、議題：「「実験動物福祉奨励賞選考細則」の追加修正について」結果：承認 

  

 3）評議員会 開催なし 

   

5. 定期学術集会の開催 

  第55回日本実験動物技術者協会総会 

   会 期：2021年10月14日（木）～16日（土） 

   会 場：Web開催  

   会 長：千原 猛（四日市看護医療大学） 

 

6. 第55回総会（岐阜）において以下の方々を表彰した。 

  1）第40回 研究奨励賞（1名） 

応募無し 

2）第27回 実験動物技術功労賞（3名） 

青山典人 会員 （元株式会社 DIMS医科学研究所） 

前田秀之 会員 （福井大学） 

小木曽昇 会員 （国立長寿医療研究センター） 

  3）第20回 顕彰（1名） 

数田裕樹 会員 第17号顕彰（関西支部） 

  4）第12回 実験動物福祉奨励賞 

旭川大会中止のため選考無し 

  5）第24回業界アワード（各関連団体の表彰） 

    旭川大会中止のため選考無し  

 

7. 本部共催講演会および講習会を以下の通り行った。 

1）第 418回本部共催講演会 微生物統御 令和3年度動物実験実技講習会 

期日：2021年11月5日〜6日、講師：林元 展人 先生（（公財）実験動物中央研究所）、保田 昌彦 先生（（公財）実験動物中央

研究所）、森田 華子 先生（（公財）実験動物中央研究所）、江藤 智生 先生（（公財）実験動物中央研究所） 

開催支部：関東支部、参加者：会員4名、非会員7名 

2）第 420回本部共催講演会 『マウス表現型情報を正しく伝える For a precise mouse  

phenotypic information - マウスクリニックとIMPC事業を通じて見えてきたもの- 』 

期日：2021年11月6日、講師：若菜 茂晴 先生（神戸医療産業都市推進機構） 

開催支部：九州支部、参加者：会員57名、非会員51名 

3）第 421回本部共催講演会 「動物実験の明日をつなぐ ～動物実験を伝え、理解してもらうために～」 

期日：2022年2月19日、講師：三浦 竜一 先生（東京大学ライフサイエンス研究倫理支援室） 

開催支部：東海北陸支部、参加者：会員38名、非会員9名 

4）第 422回本部共催講演会 研究支援の現場から実験動物技術者としての取り組みを考える ～特に若手技術者の方々へ 

期日：2022年5月21日、講師：井上 吉浩 先生（東北大学 加齢医学研究所） 

開催支部：東北支部、参加者：会員44名、非会員7名 

5）第 423回本部共催講演会 動物実験基本手技実技講習会 

期日：2022年8月18日〜20日、講師：根津 義和 先生（第一三共株式会社） 

開催支部：関東支部、参加者：会員14名、非会員10名 

6）第 425回本部共催講演会 実験動物と動物実験 基本的動物実験手技（第15回） 

期日：2022年7月30日〜31日、講師：佐藤 労 先生（藤田医科大学） 

開催支部：東海北陸支部、参加者：会員1名、非会員7名 

 

8. 関連学協会との連携 

1）日本実験動物協会理事会 2022年3月17日 第77回理事会（みなし決議）、同5月27日 第78回理事会 
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2）第69回日本実験動物学会シンポジウム8「動物実験を育むために考えること」（日本実験動物学会、日本実験動物技術者協会、 

東北動物実験研究会との共催） 2022年5月20日 

3）第11回動物実験関連団体円卓会議 2022年5月18日、参加者：伊藤、江藤 

4）ICLASモニタリングセンター運営検討会議出席 2022年4月8日（ハイブリッド開催）、参加者：外丸 

 

9. 第57回日本実験動物技術者協会総会の主管支部および大会長を選定した。 

主管支部： 東北支部、奥羽支部 

大 会 長： 石橋 崇（東北大学加齢医学研究所） 

会  期： 2023年10月18日（木）～10月21日（土） 

会  場： コラッセふくしま（福島市） 

 

10. 第56回大会（松本）における表彰および顕彰について以下の方々の選考を行った。 

1）第41回 研究奨励賞（1名） 

応募無し 

2）第28回 実験動物技術功労賞（1名） 

高倉 彰 会員 （実験動物中央研究所） 

  3）第21回 顕彰（1名） 

上條信一 会員 第18号顕彰（関東支部） 

  4）第13回 実験動物福祉奨励賞 

演題名 大規模災害時における実験動物の寒天給水法の検討 

発表者名 ○安野 航 1、高橋智輝 1、若井 淳 1, 2 

所属 1岩手医科大学医歯薬総合研究所 動物研究センター、2岩手医科大学医歯薬総合研究所 実験動物医学研究部門 

  5）第25回業界アワード（各関連団体の表彰） 

①日本実験動物協同組合賞 （高木博隆 理事長） 

    該当なし 

②日本実験動物飼料協会賞 （齋藤敏樹 会長） 

    該当なし 

③日本実験動物器材協議会賞（小原喜代三 会長） 

    演題名 上層階に位置する実験動物施設の地震対策について 

    発表者名 〇高橋まみ、栗崎政希、小島修樹、矢吹侑也、伊藤美智代、伊藤椋大、庄司友美、水本美穂子、中村 晃、川村俊介 

所属 東北医科薬科大学実験動物センター 

 

11. 協会の部局・委員会活動 

以下の部局・委員会を編成し活動を行った。 

1）事務局（事務局長：尾﨑順子） 

 ・社員総会の総会議事（案）書を作成した。 

・社員総会ならびに理事会の議事録を作成した。 

・機関誌及び広報誌等の事務連絡に関する文書を作成した。 

・メールマガジンの運用を開始した。 

・総会出欠システムの運用を開始した。 

2）財務部（財務部長：竹原 広） 

・支部から提出された決算を本部決算と合算し、協会全体の決算として集計した。 

・予算案を作成した。 

3）企画調整部（企画調整部長：日野千紘） 

 ・「協会ホームページの運用に関する申し合せ」を作成した。 

4）情報部（情報部長：室田宏之） 

 ・協会HPへ講演会および講習会の案内の掲載が8件あった。求人募集掲載が9件あった。 

 ・事務局と連携し本部共催講習会等の事業の受付、承認および報告の確認作業を行った（6件）。 
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5）編集部（編集部長：外丸祐介） 

・機関誌の編集：56-2号および57-1号（2021年12月30日および2022年6月30日発行） 

・投稿論文の審査：5件（内3件は審査継続中） 

6）実験動物福祉部（実験動物福祉部長：野口和浩） 

      ・実験動物福祉に関する以下の活動を行った。 

        ①岐阜大会において、「Well-beingひろば」を開催した。開催にあたり、実技協会員および岐阜大会事前登録者の方々に相談用 

          メーリングリストのアドレスを送付した。 

        ②岐阜大会において、サテライトセミナーの実技協本部共催企画として、「何ならできる？動物福祉」 〜現場からの共有〜 を 

          開催した。 

        ③岐阜大会において、松山大会における「Well-beingひろば」で実施したイベント「グループワークの実践」の実施報告を一 

          般演題として口頭発表を行った。 

      ・実技協における動物実験計画書の審査システム構築のための検討を行った。なお、本審査システムの構築のための審議は次年 

         度も継続して行われる予定である。 

      ・第13回実験動物福祉奨励賞の選考について、岐阜大会の本賞の候補演題の中から一つを選出し、理事会に実験動物福祉奨励 

         賞候補演題として報告した。 

      ・松本大会における第14回実験動物福祉奨励賞の選考方法について検討を行うとともに、選考委員を選出した。 

7）広報編集委員会（広報編集委員長：野口和浩） 

  ・各部局と連携し、実験動物および動物実験に関連する情報収集を行った。 

 ・広報誌No.45発行のため企画・立案と原稿募集・編集作業を行った。広報誌No.45は2022年6月30日に発行された。 

8）表彰委員会（表彰委員長：高橋智輝） 

   ・表彰関係規定等の改定に関する検討を行った。 

  9）選挙管理委員会（選挙管理委員長：尾崎順子） 

   ・令和4・5年度理事長候補者選挙を実施した。 

 

12. 各支部において以下の講演会、技術講習会、支部総会、役員会、定期刊行物発行等の支部事業が行われた。 

（詳細は各支部のHPまたは広報を参照） 

 

  1）北海道支部（支部長：室田宏之） 

   ①講演会・講習会 

2022年6月に予定したが、新型コロナウイルス感染症のため中止。 

・2級試験対策用実技講習会 

2021年11月に予定したが、新型コロナウイルス感染症のため中止。 

   ②支部総会 

    ・第47回支部総会 

期日：2022年8月に紙上およびWebにて開催した。 

   ③役員会 

・第1回支部役員会開催 

期日：2021年12月、メール審議     

・第2回支部役員会開催 

期日：2022年7月14日(木) 18:30〜、場所：北大・遺伝子病制御研究所セミナー室 

   ④その他 

    ・北海道支部会誌45号の発行 

     発行日：2022年4月1日、発行部数：75部 

 

  2）奥羽支部（支部長：高橋智輝） 

   ①講演会・講習会 

・第32回東北動物実験研究会（共催） 

 期日：2021年12月3日、場所：弘前大学、参加者：会員24名、非会員23名 
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・第7回実験動物技術研究交流大会（東北支部合同） 

  期日：2021年12月4日、場所：弘前大学、参加者：会員29名、非会員6名 

・第33回東北動物実験研究会（共催） 

 期日：2022年5月20日、場所：仙台国際センター、参加者：会員39名、非会員147名 

・第8回実験動物技術研究交流大会（東北支部合同） 

 期日：2022年5月21日、場所：仙台国際センター、参加者：会員44名、非会員7名 

   ②支部総会 

・令和3年度支部総会 

期日：2022年9月紙面開催 

   ③役員会 

・第1回役員会 

期日：2022年9月、メール審議 

              

  3）東北支部（支部長：石橋 崇） 

   ①講演会・講習会 

・特別講演会「研究支援の現場から実験動物技術者としての取り組みを考える」 

講師：井上 吉浩 先生（東北大学 加齢医学研究所 実験動物管理室） 

期日：2021年9月4日、場所：Web開催、参加者：会員23名 

    ・第32回東北動物実験研究会（東北動物実験研究会と共催） 

     期日：2021年12月3日、場所：弘前大学医学部コミュニケーションセンター １階 小会議室Ａ・Ｂ 

     参加者：会員24名、非会員23名、計47名 

     講演Ⅰ：「脂肪細胞分化関連因子によるがん細胞の転移制御機構の解明」 

講師：西塚 誠 先生（弘前大学農学生命科学部食料資源学科） 

講演Ⅱ：「環境科学技術研究所における低線量率放射線連続照射マウスの生物影響研究と研究を支える実験動物施設」 

講師：山内 一己 先生（環境科学技術研究所生物影響研究部） 

講演Ⅲ：「黄色ブドウ球菌病原性の研究における動物実験の貢献」 

講師：浅野 クリスナ 先生（弘前大学大学院医学研究科感染生体防御学講座） 

・第7回実験動物技術研究交流大会 

     期日：2021年12月4日、場所：弘前大学医学部コミュニケーションセンター １階 小会議室Ａ・Ｂ 

参加者：会員29名、非会員6名、計35名 

シンポジウム：テーマ「改修工事に触れて思うこと」 

講演Ⅰ：「第1期改修工事から施設本格稼働までの流れ」 

講師：白濱 育美 先生（弘前大学大学院医学研究科附属動物実験施設） 

講演Ⅱ：「山形大学動物実験センターにおける改修工事の概要」 

講師：伊藤 恒賢 先生（山形大学医学部メディカルサイエンス推進研究所動物実験センター） 

講演Ⅲ：「東北大学（星陵）動物実験施設等の改修工事について」 

講師：西尾 啓輔 先生、森川 正喜 先生（東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設） 

一般演題：4題 

    ・第33回東北動物実験研究会（東北動物実験研究会と共催） 

     期日：2022年5月20日、場所：仙台国際センター 会議棟3F 中会議室 白橿１+２ 

     参加者：会員39名、非会員147名、計186名 

     シンポジウム：テーマ「動物実験を育むために考えること」 

     講演Ⅰ：「Public engagement の意義とその取り組み：考えてみんなの思い」 

講師：安倍 宏明 先生（マーシャル・バイオリソーシス・ジャパン株式会社） 

講演Ⅱ：「ARRIVEする前にPREPARE：考えて立てよう動物実験計画」 

講師：綾部 信哉 先生（理化学研究所バイオリソース研究センター） 

講演Ⅲ：「給餌が実験動物に与える影響：考えて飼料の選択と与え方」 

講師：高橋 英機 先生（九州大学大学院医学研究院実験動物学分野） 
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・第8回実験動物技術研究交流大会 

期日：2022年5月21日、場所：仙台国際センター 会議棟3F 中会議室 白橿1 

参加者：会員44名、非会員7名、計51名 

 教育講演（第422回本部共催講演会） 

「研究支援の現場から実験動物技術者としての取り組みを考える－ 特に若手技術者の方々へ －」 

講師：井上 吉浩 先生（東北大学 加齢医学研究所 実験動物管理室） 

一般演題：10題 

   ②支部総会 

    ・令和3年度支部総会 

期日：2022年8月27日、場所：山形大学医学部メディカルサイエンス推進研究所 動物実験センターD棟 

参加者：22名、委任状24名、計46名 

   ③役員会 

・第1回役員会 

期日：2022年2月26日、場所：Web開催、参加者：14名 

・第2回役員会 

期日：2022年7月16日、場所：Web開催、参加者：13名 

 

  4）関東支部（支部長：江藤智生） 

①講演会・講習会 

・動物実験基本手技実技講習会 第419回本部共催 

講師：根津義和（第一三共株式会社） 

期日：2021年8月19-21日、場所：株式会社天然素材探索研究所（神奈川県川崎市） 

参加者：会員3名、非会員5名 

・微生物統御実技講習会 第418回本部共催 

講師：林元展人、保田昌彦、森田華子、江藤智生 

期日：2021年11月5-6日、場所：実験動物中央研究所（神奈川県川崎市） 

参加者：会員4名、非会員7名 

・中動物部会第35回サル講演会 

講師：松田一希（中部大学） 

期日：2022年1月22日、場所：ZoomによるWebセミナー 

参加者：会員17名、非会員26名 

・実験動物福祉部会第7回部会(勉強会)  

講師：加隈良枝（帝京科学大学）  

期日：2021年4月24日、場所：ZoomによるWebセミナー 

参加者：会員30名、非会員18名 

・実験動物福祉部会第8回部会(勉強会) 

講師：大河原亮一（厚木看護専門学校）、田代瑞穂（日本獣医生命科学大学実験動物学教室） 

期日：2021年9月11日、場所：ZoomによるWebセミナー 

参加者：会員19名、非会員4名 

・第47回関東支部懇話会（Zoomによるオンライン開催） 

期日：2022年2月26日、場所：川崎市産業振興会館（神奈川県川崎市） 

参加者：会員108名、非会員49名 

②支部総会 

・令和3年度関東支部総会 

期日：2022年2月26日（新型コロナウイルスの影響により、書面決議形式にて実施） 

場所：川崎市産業振興会館（神奈川県川崎市）、参加者8名、委任状183名、議決権行使16名、計207名 

③役員会 

・令和3年度 第1回幹事会（Zoomによるオンライン含む） 
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期日：2021年4月3日、場所： 主会場：株式会社夏目製作所（東京都文京区）参加者13名 

・令和3年度 第2回幹事会（Zoomによるオンライン含む） 

期日：2021年6月5日、場所： 主会場：株式会社夏目製作所（東京都文京区）参加者13名 

・令和3年度 第3回幹事会（Zoomによるオンライン会議） 

期日：2021年8月7日、参加者11名 

・令和3年度 第4回幹事会（Zoomによるオンライン含む） 

期日：2021年10月2日、場所： 主会場：株式会社夏目製作所（東京都文京区）参加者12名 

・令和3年度 第5回幹事会（Zoomによるオンライン含む） 

期日：2021年12月11日、場所： 主会場：株式会社夏目製作所（東京都文京区）参加者12名 

・令和3年度 第6回幹事会（Zoomによるオンライン含む） 

期日：2022年2月5日、場所： 主会場：株式会社夏目製作所（東京都文京区）参加者12名 

④その他 

・関東支部会報の発行 

第196号 発行日：2021年4月12日 

第197号 発行日：2021年7月5日 

第198号 発行日：2021年10月11日 

第199号 発行日：2022年1月4日 

・事務局・総務による関東支部事務運営をおこなった。（通年） 

・関東支部ホームページ・メールマガジン運営をおこなった。（通年） 

・動物実験委員会による動物実験の審査・指導をおこなった。（動物実験前中後） 

・第55回日本実験動物技術者協会総会にて（ 2021/10/14-16）、関東支部が行う実験動物技術者への支援を講演した 

（技術者への修業支援 －講演会・講習会を通じた実験動物技術の研鑽－, 江藤智生）。 

・第68回日本実験動物環境研究会シンポジウムにて（2021/7/10）、関東支部がコロナ禍へ対する講演をおこなった 

（技術者が遭遇したコロナ禍 〜実務への影響と今後への考察〜, 江藤智生）。 

・第68回日本実験動物環境研究会の機関誌へ（2021/11月）、関東支部がコロナ禍に対する話題を寄稿した 

（江藤智生. 技術者が遭遇したコロナ禍 〜実務への影響と今後への考察〜. 実験動物と環境, 2021 29:93-102.）。 

 

  5）東海北陸支部（支部長：廣江猛） 

①講演会・講習会 

・第17回技術交流会 第421回本部共催 

期日：2022年2月19日、場所：オンライン開催 

参加者：会員38名、非会員9名 

・実験動物技術者協会三支部(関西・九州・東海北陸)交流会(第8回春期大会) 

期日：2022年5月14日、場所：オンライン開催 

参加者：会員 147名（うち東海北陸支部27名） 

・実験動物と動物実験 基本的動物実験手技(第15回) 第425回本部共催 

期日：2022年7月30日～7月31日、場所：ハイブリッド開催(講義)、藤田医科大学(実習) 

参加者：会員1名、非会員7名 

②支部総会 

     ・令和4年度支部総会 

期日：2022年5月14日（土）、リモート開催 

       参加者22名、委任状38名 計60名 

③役員会 

・令和3年度第3回役員会 

期日：2022年4月15日、リモート会議、参加者12名 

・令和4年度第1回役員会 

期日：2022年7月19日、リモート会議、参加者14名 

   ④その他 
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     ・東海北陸支部会報の発行 第19～20号 

第19号 2022年 1月15日 

第20号 2022年4月21日 

 

  6）関西支部（支部長：三上崇徳） 

   ①講演会・講習会 

・関西実験動物研究会･日本実験動物技術者協会関西支部合同大会 

期日：2021年9月10日、場所：オンライン、参加者：72名 

    ・第 76 回実験動物学習会（座学） 

期日：2021年10月4日～12月3日、場所：オンライン、利用者：99名 

・ 三支部（関西・九州・東海北陸）交流会 

期日：2022年5月14日 、場所：オンライン、参加者：147名 

・2021年度マウス・ラット上級技術講習会 

期日：2022年7月30日～31日、場所：岡山大学、参加者15名 

・第 77 回実験動物学習会（座学） 

期日：2022年7月1日～8月19日、場所：オンライン、利用者：60名 

②支部総会 

    ・2021年度関西支部総会・春季大会 

期日：2022年5月27日、場所：書面決議 

総会参加者：委任状49名 議決権行使書46名 合計95名 

   ③役員会 

・2021年度第1回幹事会 

期日：2021年12月18日、場所：オンライン、参加者：25名 

・2021年度第2回幹事会 

期日：2022年3月30日、場所：オンライン、参加者：28名 

・2021年度第3回幹事会 

期日：2022年8月23日、場所：オンライン、参加者：28名 

   ④その他 

    ・関西支部会報の発行（メーリングリストで全支部会員へ配信すると共に、支部HPへ掲載） 

     発行日：2022年5月2日（214号） 

・オリジナル教材の販売（2021年9月1日～2022年8月31日） 

 マウス・ラットの基本的な実験手技DVD 5枚 

 オリジナルパウチ教材         27枚 

 

7）九州支部（支部長：中村直子） 

   ①講演会・講習会 

・九州地区技術研修会（令和3年度研修会として実施） 

講師：浦野 徹、松本珠美、野口和浩、進村美穂、若松真矢、島津伸也、中村直子 

期日：2021年8月7日・8日 

開催形式：熊本保健科学大学での対面形式と一部の受講者に対して講義のみをWeb配信するハイブリッド開催 

受講者数: 会員:3名、非会員:10名（研修会後、1名入会） 

・第41回日本実験動物技術者協会九州支部研究発表会 

一般演題3題、賛助会員トピックス3題、合同特別講演2題（うち1題は第420回実技協本部共催）、 

九実研・実技協九州支部共催講演2題、九州支部技術奨励賞1名選定・表彰、実験動物ジョイントセミナー in九州 

期日：2021年11月6日・7日、場所：Web開催、参加者：108名 

・実験動物技術者協会 三支部（関西・九州・東海北陸）交流会 

シンポジウム2つ  

期日：2022年5月14日、場所：Web開催、参加者：147名 
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   ②支部総会 

    ・第44回支部総会 

期日：2021年10月28日〜11月30日、開催形式：書面決議（Google formを使用） 

参加者：委任状60名、議決権行使5名、計65名 

   ③役員会 

・第1回役員会 

期日：2021年11月3日、場所：Web会議、参加者：12名 

・第2回役員会 

期日：2022年1月30日、場所：Web会議、参加者：12名 

・第3回役員会 

期日：2022年6月4日、場所：Web会議、参加者：12名 

   ④その他 

    ・九州支部ニュースの発行 発行日：2022年3月4日、2022年6月22日  

    ・九州支部会報の発行   発行日：2022年7月20日 
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【第 2号議案】 

令和 3年度（法人第 6期）決算報告ならびに監査報告 
（2021年9月1日～2022年8月31日） 
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令和3年度（法人第6期）監査報告 
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第55回岐阜大会の決算（監査報告含む） 
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【第 3号議案】 

令和 4・5年度理事長候補者選挙報告 
選挙管理委員長  尾﨑 順子 

 

1. 理事長候補者について 

定款、役員選挙選出規程に基づき、令和4・5年度の理事長候補者を 中野洋子 氏に確定致しましたのでご報告いたします。なお、

選挙の経過は以下の通りです。 

 

2. 令和4・5年度 理事長候補者選挙の経過 

1) 選挙管理委員会の発足（（発足日：令和3年12月1日） 

1)-1 選挙管理委員会構成 

委員長  尾﨑順子  （山形大学） 

委 員  岩木俊作  （日本エスエルシー株式会社） 

     大塚健司 （ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社） 

千葉美里  （岩手医科大学） 

宮下早奈枝（札幌医科大学） 

       柳原裕太  （愛媛大学） 

1)-2 選挙管理委員会事務局 

  〒162-0814 東京都新宿区新小川町5-20 サンライズビルⅡ 3F 

  株式会社アドスリー内 （一社）日本実験動物技術者協会 選挙管理委員会事務局 

  担当 三浦 由利恵  TEL・FAX 03-3269-3531  e-mail jaeat@adthree.com 

2) 選挙管理委員会の公示 

2)-1 個人会員および賛助会員に「令和 4・5 年度理事長候補者の選出について」を送付し理事長候補者選挙を実施する旨を周知し

た。  

2)-2 協会HPに公示文書を掲載した（令和4年1月4日付）。  

3) 被選挙者公募の通知（協会選管第2-1号: 令和4年1月17日付、2 -2号:令和4年1月17日付） 

3)-1  理事及び理事経験者（被選挙権者）に対し、令和4・5年度理事長候補者選挙の①選挙管理委員会の設置と選挙日程（協会選管

第2-1号）、②被選挙権者公募の通知（協会選管第2-2号）、③被選挙権者（理事及び理事経験者）一覧、④立候補届出書（選

管委－様式1）を郵送した。締め切りを令和4年2月28日（当日消印有効）とした。  

4) 被選挙者の推薦の通知(協会選管第2-1号: 令和4年1月17日付、2-3号:令和4年1月17日付） 

4)-1 評議員に対し、令和4・5年度理事長候補者選挙の①選挙管理委員会の設置と選挙日程（協会選管第2-1号）、②被選挙者の推

薦の通知（協会選管第2-3号）、③被選挙権者（理事及び理事経験者）一覧、④推薦書（選管委－様式2）を郵送した。締め切

りを令和4年2月28日（当日消印有効）とした。 

4)-2 立候補届出書1通、候補者推薦書1通を受理した（令和4年3月4日）。  

5) 立候補届出書および候補者推薦書の開封（令和4年3月18日15時 実技協事務所にて） 

5)-1 監事立会のもと開封し、立候補届出書および候補者推薦書の記載事項を確認した。  

5)-2 立候補届出書および候補者推薦書に不備が無いことより有効とした。  

6) 被選挙者に選出された旨の通知（協会選管第2-4-1号、令和4年3月18日付） 

6)-1 候補に選出された被選挙者 2名に対し、被選挙者に選出された旨の通知を送付した。なお、辞退する場合の締め切りを令和 4

年3月31日（当日消印有効）とした。  

6)-2 被選挙者2名からの辞退届出書は届かなかった。  

7) 被選挙者2名の認定と投票による選挙選出の通知（協会選管委第2-5号、令和4年4月19日付） 

7)-1 被選挙者2名に投票基準となる「宣言・声明書」の作成をA4版用紙4ページ以内、電子メールで質疑応答に応じることとし、

締め切りを令和4年4月18日としメールにて依頼した。  

7)-2 支部長理事7名及び評議員44名に対し、①理事長候補者選挙の被選挙者認定と投票による選挙選出について、②被選挙者名 

簿、③投票用紙、④被選挙者（候補者）の「宣言・声明書」を郵送した。なお、投票の締め切りを令和4年5月17日（当日消 

印有効）とした。  

mailto:jaeat@adthree.com
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8) 投票による選挙（開票：令和 4年5月25日、実技協事務所にて） 

8)-1 鵜飼監事、志津野監事の立会いの下に選挙の開票を行った。郵送した投票用紙51通のうち40通が届き開票した。  

8)-2 監事2名の立会いの下、40通の投票（無効票2票）を開票したところ、江藤智生氏10票、中野洋子氏28票であり、最多得票

者である中野洋子氏を当選者と認めた。  

9) 選挙の結果報告（協会選管第4-6号、令和4年5月25日付） 

  9)-1 監事2名に対し、①理事長候補者選挙の経過中間報告書、②理事長候補者選挙の結果報告と監査依頼（協会選管第 4-6号）、③

被選挙権者からの立候補届出書1通、④被選挙権者に対する評議員からの推薦書1通、及び⑤被選挙者2名の宣言・声明書を

確認してもらい、監査を依頼した。 

10) 監査結果の報告 

10)-1 2名の監事より5月25日付で理事長候補者選挙の経過と結果についての監査報告書を受理した。  

11) 理事長候補者選挙の結果報告 

11)-1 支部事務局に対し，理事長候補者選挙の結果について，支部会員及び評議員に周知してもらうよう要請した（令和 4年 5月  

25日16時電磁的方法にて周知）。 

11)-2 協会HPに理事長候補者選挙の結果を掲載した（令和4年5月25日付）。  

12) 当選確認書の送付（協会選管第4-7号，令和 4年5月25日付） 

  12)-1  理事長候補者当選者に対し、令和4・5年度理事長候補者の当選確認書を郵送した。 

13) 選挙管理委員会の解散（令和4年5月31日） 

    13)-1  選挙管理委員会委員5名に対し、上記書類の確認を依頼した。 

以上 
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【第 4号議案】 

令和 4・5年度理事・監事（案） 
（任期：2022年10月～2024年10月総会日） 

 

 
役員名        氏名               所属 

理事長 中野洋子 帝京科学大学 

副理事長 野口和浩 熊本大学 

副理事長 武智眞由美 島根大学           

理事（事務局長） 坂本雄二 千寿製薬株式会社 

理事（財務部長） 竹原 広 株式会社安評センター 

理事（企画調整部長）          野田義博 東京都健康長寿医療センター 

理事（情報部長）  日野千紘 旭川医科大学 

理事（編集部長） 丸山 滋          ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社 

理事（実験動物福祉部長） 若松真矢            株式会社新日本科学 

理事（北海道支部長） 小玉雄介 三協ラボサービス株式会社 

理事（奥羽支部長）   高橋智輝 岩手医科大学 

理事（東北支部長） 石橋 崇 東北大学 

理事（関東支部長） 江藤智生 実験動物中央研究所 

理事（東海北陸支部長） 廣江 猛 生理学研究所  

理事（関西支部長） 三上崇徳 川崎医科大学 

理事（九州支部長） 中村直子 熊本大学 

監事 後藤一雄 帝京大学 

監事                            志津野博           ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社 
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【第 5号議案】 

令和 4年度（法人第 7期）事業計画（案） 

 

Ⅰ. 事業方針 （理事長：中野洋子） 

 この度、次期理事長候補に選出されました中野洋子（なかのひろこ）と申します。ここでは、一般社団法人日本実験動物技術者協会（実

技協）の理事長として正式にご承認をいただけた暁には、私が本協会をどのような組織へと成長させていこうと考えているのかを、会員

のみなさんにお伝えしたいと思います。 

 

はじめに  

本協会は、動物実験を支えるための実験技術や実験動物の適正な飼育管理などを通じて、科学研究を支える実験動物技術者の集団とし

て、日々更新される科学的な知見や技術を自らが学び、資質を高め、それを次の世代に伝える活動を長きにわたり行ってきました。2017

年には一般社団法人となり、対外的にも実験動物技術者の地位向上を図るための基盤を整えました。本年は、その年から5年を迎える節

目の年です。 

2005年に行われた「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正以降、動物実験の実施においては3Rsの遵守のみならず、5Freedomsの

確保（正確には恐怖や不安からの自由を除く4つ）へと、人間の飼育下にある動物へのWelfareへの配慮が求められてきており、わたし

たち実験動物技術者には、ますます専門性が求められる状況です。一方、国内では動物実験を支える方々の雇用形態も大きく変化し、大

学等の正規技術職員の削減や、企業における業務の効率化の一環として飼育管理業務の業務委託化や派遣社員の登用などが進んでいま

す。その余波として実技協を支える会員数の減少に歯止めがかからず、技術者の専門性を支える新しい情報や技術の教育などの会員への

伝承が難しくなる状況を生みつつあります。この会員数の減少の背景には、前述のような技術者の雇用形態の変化による影響もあります

が、実技協として魅力ある協会活動を提供できていない事も一因ではないかと感じています。 

このような厳しい社会状況の中、更に2019年末からはCOVID-19の流行がいまだ止まらない状況も重なり、ここ2年ほどは、本部・支

部のみなさんの様々な工夫やご尽力によって、協会の活動が維持されてきたものと思います。上記を踏まえ、これからの実技協を継続発

展させていくために取り組もうと考えている事項について、以下にまとめさせていただきました。 

  

私は、実技協の会員のみなさまに対し、 

１． 会員の声、支部の声を聴く機会を時々に設けて話を伺い、組織運営として対処すべきこと、会員個々・各支部が参加の実感を得

られるような“取りくみたいこと・取り組むべきこと”、を計画し実行すること 

２． 技術者が社会において果たすべき役割を改めて認識し、魅力ある協会活動を通じてその責任を果たすことで、社会的な存在意義

を認めてもらうこと 

の大きい2本の柱を基に活動を展開していきます。更に、今実技協が抱えている個々の課題へのこれからの取り組みについて、下記にお

示しいたします。 

 

＜ １．をすすめるために ＞ 

1）協会としての活動運営の見直し 

目指すこと 

全ての支部で会員のみなさんが魅力ある質の高い活動に参加できるように、協会一体となった活動を進めます。協会としての取り

組みを会員のみなさんにご理解いただけるよう、また、会員のみなさんからのご意見を協会運営に反映できるよう、情報の共有を積

極的に行います。 

行うこと 

① 本部-支部双方向からの意見交換を行う会議を積極的に開催します 

② 現協会の全体像を把握するため、会員構成等について調査を行います 

③ ②の結果を基に、求められる活動や連携すべき対象者を明確にします 

④ ②の結果を基に、組織として円滑な活動ができるように本部も交えた支部間協力体制を検討します 

⑤ ②の結果を基に、部局の再編、設置、見直しを行います 

⑥ 協会HP運用、メールマガジン発行の有効活用を推進し、協会本部の動きを適宜共有します 

⑦ 総会をはじめ、効率化が可能となる事業内容について電子化対応の整備を進めます 
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2）協会の財政の適正化 

目指すこと 

全ての支部で会員のみなさんが魅力ある質の高い活動に参加できるように、協会として財政支援ができる体制の検討を進めます。

また、財政の基盤となる会員獲得のための方策についてもみなさんと考えていきたいと思います。 

行うこと 

① 機関紙、広報の電子化事業を継承します 

② WEB 会議システムの活用を推進します（協会内会議のみならず、新規会員獲得に向けたイベント開催方法などへの活用検討

も行います） 

③ 各支部の活動を妨げないような全体最適な財政の在り方の検討を進めます 

④ 各支部が持つ人材、資材等の効率的な活用を協会全体で考えます 

⑤ 協会の技術知である実技教育等に関するDVD等の物販の作成、販売を進めます 

3）協会を担う人材の育成 

目指すこと 

初めて実技協に参加される方（特に若い人）に「実験動物技術者」という仕事が 

・飼育管理や動物実験の現場において実験動物の福祉に大きく貢献していること 

・実験動物の適正な維持管理が適正な動物実験を支えていること 

・そこで得られた科学的なデータが社会の中で重要な役割を果たすこと 

を理解していただき、自らの業務に自信を持ってもらえるような教育、啓発の機会を設けます。更に、協会内の各役割についても同

様な取り組みを進めます。 

行うこと 

① 協会を担う新任の本部役員、支部役員を豊富な知識と経験を持つ役員がサポートするメンター制度などを活用した人材育成

支援 

② 協会活動への多様なバックグラウンドを持つ会員が参加しやすい費用・方法の検討 

③ 実験動物技術者のキャリア形成を見据えた研修や教育の継続 

 

＜ ２．をすすめるために ＞ 

目指すこと 

実技協の強みを会員が所属する組織や業界をはじめとし、社会にも発信する機会を作り、実験動物技術者の認知度を上げる取り組

みを動物実験関係者と共に進めます。 

行うこと 

① 動物実験の適正使用と管理に対しイニシアティブをとって啓発活動を進めます 

② 動物実験を正しく伝えるため大小問わず連携可能な関連団体と話し合う機会を持ち、情報発信を進めます 

③ 他団体と連携する中で技術者の専門性や必要性の理解を広めます 

 

上記を進めるために、次期本部を担う部局員には、多様なバックグラウンドを持つ方々にお声掛けをさせていただきました。また、

これからは会員のみなさんの声を本部役員が直接うかがえる仕組みも作り、支部―本部連携を行いながら実技協を盛り立てていきた

いと思います。次へのステップに歩みをすすめるために、みなさまのご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Ⅱ. 事業計画案 

1. 定期学術集会・総会の開催 

  第56回日本実験動物技術者協会総会を下記の通り開催する。 

  主管支部：  関東支部 

会 期  ： 2022年10月13日（木）～15日（土） 

  会 場  ： キッセイ文化ホール、Mウイング（中央公民館）（松本市） 

  大会長  ： 江藤智生（実験動物中央研究所） 

 

2. 定期社員総会、理事会、評議員会の開催 

  定期社員総会（1回）、理事会（最低2回）、を予定する。評議員会は総会の開催状況によって実施を決める。 

 

3. 定期刊行物の発行 

  機関誌「実験動物技術」「広報」を以下のように会員に配布する。 

    実験動物技術 2022 Vol.57 No.2   2022年12月発行  

    実験動物技術 2023 Vol.58 No.1   2023年  6月発行 

広報は、HPから会員にアクセスしていただく下記の配信と共に、メルマガ等の活用によりトピックスをタイムリーにお届けするこ

とを検討している。 

広報 第46号    2022年 12月発行 

広報 第47号    2023年  6月発行 

 

4. 顕彰、表彰 

第56回松本大会において以下の方々を表彰する。 

1）第41回 研究奨励賞（1名） 

応募無し 

2）第28回 実験動物技術功労賞（1名） 

高倉 彰 会員 （実験動物中央研究所） 

  3）第21回 顕彰（1名） 

上條信一 会員 第18号顕彰（関東支部） 

  4）第13回 実験動物福祉奨励賞 

演題 大規模災害時における実験動物の寒天給水法の検討 

発表者 ○安野 航 1、高橋智輝 1、若井 淳 1, 2 

所属 1岩手医科大学医歯薬総合研究所動物研究センター、2岩手医科大学医歯薬総合研究所実験動物医学研究部門 

  5）第25回業界アワード（各関連団体の表彰） 

①日本実験動物協同組合賞 （高木博隆 理事長） 

    該当なし 

②日本実験動物飼料協会賞 （齋藤敏樹 会長） 

    該当なし 

③日本実験動物器材協議会賞（小原喜代三 会長） 

    演題 上層階に位置する実験動物施設の地震対策について 

    発表者 〇高橋まみ、栗崎政希、小島修樹、矢吹侑也、伊藤美智代、伊藤椋大、庄司友美、水本美穂子、中村 晃、川村俊介 

所属 東北医科薬科大学実験動物センター 

 

5. 顕彰、表彰の受付と選考 

  以下の表彰・顕彰のために推薦受付と選考を行う。 

1）第42回 研究奨励賞（2023年2月末日まで会員からの推薦を受け付けその後選考する） 

2）第29回 技術功労賞（第57回総会主管支部が選考する） 

3）第22回 顕彰（2023年2月末日までの会員からの推薦と理事会における推薦から選考する） 

4）第13回 実験動物福祉奨励賞（第56回松本大会の一般演題から選考する。） 
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5）第26回業界アワード（第56回松本大会における一般演題から各関連団体が選考する） 

6. 第58回日本実験動物技術者協会総会の主管支部および大会長を選出する。 

 

7. 部局活動 

次期事業方針に沿った事業計画を、下記 1)～6)の部局に振り分け鋭意遂行するが、部局間連携が必要な場合には、部局横断的に対

応を行う。活動に際し、定款、規程および細則の修正が必要となる場合には、事業が滞らないように速やかに整備を行う。 

なお、これらの活動についての詳細は、次期理事会が正式に発足したのちに、随時、議論・検討を行い適切なものとする。また、その

状況についてはタイムリーに会員に報告を行う。 

1） 事務局 

2） 財務部 

3） 企画調整部 

4） 情報部 

5） 編集部 

6） 実験動物福祉部 

 

・ 社員総会・各種会議を調整し、議案書(案)、議事録を作成する。 

・ 総務業務を各支部・各部会・委員会とも連携して遂行する。 

・ 定款・規程および細則等を整備する。 

・ 会員名簿の管理、会の請求および領収を行う。 

・ 表彰に関する庶務業務を行う。 

・ 事務局に関するものおよび、他の部局の所掌に属しない業務を行う。 

・ 支部から提出された決算を本部決算と合算し、協会全体の決算として集計する。 

・ 支部活動が保証できる予算案を検討する。 

・ 財務に関する規程、内規等を整備する。 

・ 収入増につながる企画・方策を提案する。 

・ 関係団体との連携を図り、業界ならびに当協会の発展に寄与する。 

・ 当協会全国大会当局、その他団体より依頼される共催企画を検討する。 

・ 広報発行における企画案の検討を行う。 

・ 各種紙媒体の電子化について検討する。 

・ 本協会専用のWebミーティングツール（Zoom等）を導入する。各部局間・支部間の活性化させるための情報共有システムを検

討し、テスト運用を行う。 

・ 本協会の活動を会員および外部へ向けて情報発信する方法（支部HPの整備や新たな情報発信ツールの導入等）を検討する。 

・ 既に電子化が進んでいる業務については、状況に応じて対処する。 

・ 機関誌の編集や投稿論文の審査を行う。 

・ 技術者の日常の工夫や経験などを幅広く機関誌に掲載できるように工夫する。 

・ 論文投稿の執筆支援を行う。 

・ 英語の論文受付について検討する。 

・ 実験動物関連諸団体ならびに実技協本部・各支部と協調・連携しながら、「実験動物福祉の充実」・「動物実験倫理的適正化」に

向けた取り組みを推進する。 

・ 法令・科学的・倫理的観点から適正な実験動物の飼養と動物実験の実施に関する啓発を行う。 

・ 実験動物福祉に関する国内外の情報収集および提供を行う。 

・ 実験動物福祉に関する調査・研究を支援する。 

・ 実験動物福祉に関する啓発、推進のため、会員の情報交換および交流の場の提供などを行う。 

・ 全国総会における「Well-beingひろば」の開催方法を検討する。次期全国総会（福島）では、会員の方からのアンケート調査

に基づく新たな企画立案を目指す。 

・ 実技協における動物実験計画書の審査システム構築および動物実験委員会の設置のための検討を行う。 

・ 実働を通じた多様性のある次世代の部局員の人材育成を行う。 

・ 第14回実験動物福祉奨励賞は、別途選考委員会を組織し、松本大会で発表される全演題を対象として実験動物福祉およびその
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関連技術において優れた演題を選定する。 

・ 実験動物福祉奨励賞（名称および選考方法等）に代わる賞について福祉部内で再検討を行い、理事会に提案する。 

     

8. 関連学協会等との連携 

  以下の団体活動に積極的に関わり、相互連携を推進する。 

1）（公社）日本実験動物学会 

2）（公社）日本実験動物協会 

3）ICLASモニタリングセンター運営検討会議 

5）実験動物関連団体円卓会議 

6）獣医学関連学協会 

7）その他 

 

9. 各支部の講演会、技術講習会、支部総会、役員会等を以下の通り開催する。 

  （詳細は各支部のHPを参照） 

 

  1）北海道支部（支部長：小玉雄介） 

   ①講演会・講習会 

    ・勉強会、期日：2022年11月（予定） 

    ・特別講演会、期日：2023年6月（予定） 

   ②支部総会 

    ・第48回支部総会 期日：2023年6月（予定）、場所：未定 

③役員会 

・適宜開催  

④その他 

    ・北海道支部会報の発行 

     発行日：2023年4月（予定） 

 

  2）奥羽支部（支部長：高橋智輝） 

   ①講演会・講習会 

・第9回実験動物技術研究交流大会 

期日：2022年 (未定） 

・第34回東北動物実験研究会 

期日：2022年（未定） 

   ②支部総会 

・令和4年度支部総会 

期日：2023年8月（予定） 

   ③役員会 

・第1回役員会 

期日：2023年8月（予定） 

 

  3）東北支部（支部長：石橋 崇） 

   ①講演会・講習会 

・施設見学会 

 期日：2022年8月27日、場所：山形大学医学部メディカルサイエンス推進研究所 動物実験センターD棟 

内容：山形大学医学部動物実験センター 改修工事概要説明、施設見学、質疑応答 

・第2回ワークショップ（テーマ：発育不良のマウスに対するケア方法について） 

期日：2022年12月頃（予定）、場所：Web開催 

   ②支部総会 
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・令和4年度支部総会 

期日：2023年8月頃（予定）、場所：未定 

   ③役員会 

・年2回開催、場所：未定 

   ④その他 

    ・支部会報編集作業（令和5年度発行予定） 

 

  4）関東支部（支部長：江藤智生） 

   ①講演会・講習会 

・動物実験基本手技実技講習会 第423回本部共催 

講師：根津義和、志津野博、高橋秀幸、内藤佳津子、平野貢 

期日：2022年8月18-20日、場所：(一財)動物繁殖研究所（茨城県かすみがうら市）（株）夏目製作所（東京都文京区） 

・微生物統御実技講習会 第424回本部共催 

講師：林元展人、保田昌彦、森田華子、江藤智生 

期日：2022年11月18-19日、場所：実験動物中央研究所（神奈川県川崎市） 

・ＲＥＧ部会 第56回実技協総会にてワークショップ実施予定 

期日：2022年10月14日、場所：キッセイ文化ホール  

・中動物部会 第56回実技協総会にてワークショップ実施予定 

期日：2022年10月14日、場所：キッセイ文化ホール  

・実験動物福祉部会 第56回実技協総会にてワークショップ実施予定 

 期日：2022年10月13日、場所：Mウイング  

・第48回関東支部懇話会「実験動物技術者と器材」 

講師：調整中（関東支部ホームページ参照） 

期日：令和4年度関東支部総会と同日程、書面決議方式 

②支部総会 

・令和4年度関東支部総会 

期日：2023年2月25日、場所：Zoomによるオンライン 

③役員会 

・令和4年度 第1回幹事会、期日：2022年4月2日、場所：（株）夏目製作所（東京都文京区） 

（Zoomによるオンライン含む） 

・令和4年度 第2回幹事会、期日：2022年5月28日、場所：（株）夏目製作所（東京都文京区） 

（Zoomによるオンライン含む） 

・令和4年度 第3回幹事会、期日：2022年8月6日、場所：（株）夏目製作所（東京都文京区） 

（Zoomによるオンライン含む） 

・令和4年度 第4回幹事会、期日：2022年10月1日、場所：（株）夏目製作所（東京都文京区） 

（Zoomによるオンライン含む） 

・令和4年度 第5回幹事会、期日：2022年12月3日、場所：（株）夏目製作所（東京都文京区） 

（Zoomによるオンライン含む） 

・令和4年度 第6回幹事会、期日：2023年2月4日、場所：（株）夏目製作所（東京都文京区） 

（Zoomによるオンライン含む） 

   ④その他 

・関東支部会報の発行 

第200号 発行日：2022年4月 

第201号 発行日：2022年7月 

第202号 発行日：2022年10月 

第203号 発行日：2023年1月 

・事務局・総務による関東支部事務運営（通年） 

・関東支部ホームページ・メーリングリスト運営（通年） 
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・動物実験委員会による動物実験の審査・指導（動物実験に伴う） 

 

  5）東海北陸支部（支部長：廣江 猛） 

   ①講演会・講習会 

・動物実験実技講習会 

期日：2022年11月5日、場所：藤田医科大学疾患モデル教育研究サポートセンター 

・第18回技術交流会 

期日：2022年2月上旬（予定）、場所：未定 

・第9回春期大会 

期日：2023年4月中旬（予定）、場所：未定 

・実験動物と動物実験 基本的動物実験手技（第16回） 

期日：2023年7月下旬（予定）、場所：藤田医科大学大学10号館他 

   ②支部総会 

    ・令和5年度支部総会 

期日：2023年4月中旬（予定）、場所：未定 

   ③役員会 

・年3～4回開催、場所：Web開催他 

   ④その他 

    ・東海北陸支部会報の発行、年2回～3回 

 

6）関西支部（支部長：三上崇徳） 

   ①講演会・講習会 

    ・関西実験動物研究会・日本実験動物技術者協会関西支部合同大会「動物のコミュニケーション」 

講師：宮部 貴子先生、黒島 妃香先生 

期日：2022年9月9日、場所：オンライン 

・2022 年度ウサギ・モルモット上級講習会 

期日：2022年10月18日～11月25日予定、場所：オンライン 

・オンライン版マウス・ラット上級技術講習会（座学）（仮） 

期日：2022年11月予定、場所：オンライン 

・2022年度春季大会 

期日：未定、場所：未定 

・第 78 回実験動物学習会 

期日：未定、場所：未定 

・2022年度マウス・ラット上級技術講習会 

期日：未定、場所：岡山大学 

   ②支部総会 

・2022年度支部総会 

期日：2022年秋予定、場所：書面決議 

③役員会 

・年数回開催、場所：オンラインまたは神戸市内、大阪府他 

   ④その他 

    ・関西支部会報の発行、年4～5号（予定） 

 

  7）九州支部（支部長：中村直子） 

   ①講演会・講習会 

・九州地区技術研修会 

講師：浦野 徹先生 他5名、期日：2022年9月10日・11日、場所：熊本保健科学大学 

開催形式：現地開催 
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受講者数: 会員:1名、非会員:15名（研修会後、1名入会） 

・実験動物技術者協会 三支部（関西・九州・東海北陸）交流会 

期日：未定、場所：Web開催 

   ②支部総会 

・第45回支部総会（書面開催） 

・第42回研究発表会 

  期日：2022年11月12日、場所：福岡大学とWebでのハイブリッド開催（一般演題の中から九州支部技術奨励賞の 

 受賞者を選定予定） 

③役員会 

・第1回役員会、期日：2022年9月6日、場所：Web開催 

・第2回役員会（予定）、期日：2022年11月11日、場所：Web開催 

    ・第3回役員会（予定）、期日：2023年 3月18日、場所：Web開催 

 他必要に応じてweb開催  

④その他 

・九州支部会報の発行   発行日：2023年3月（予定）  

    ・九州支部ニュースの発行 発行日：2023年3月（予定）、2023年6月（予定） 
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【第 6号議案】                                                                          
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【第 7号議案】 

その他事項 
 

1. 第57回大会準備状況について 

主管支部： 東北支部、奥羽支部 

大 会 長： 石橋 崇（東北大学加齢医学研究所） 

会  期： 2023年10月19日（木）～10月21日（土） 

会  場： コラッセふくしま（福島市） 

   

2. 規程類の整備状況 

・定款（令和3年10月15日一部改正）、表彰規程（令和4年4月19日一部改正）、研究奨励賞選考細則（令和 4年4月19日一部改

正）、実験動物福祉奨励賞選考細則（令和 4年4月19日一部改正）、全国大会に関する申し合わせ（令和3年9月30日一部改正）

の各規則を一部改正し、協会ホームページの運用に関する申し合せ（令和 4年 1月 19日施行）、メールマガジン運用に関する申し

合わせ（令和3年12月14日施行）の各規則を新たに制定した。 

 

3. 理事会メール審議について 

・令和3年度は8回開催された。 

 

4. 協会ホームページの業務委託について 

・協会ホームページへの追加修正等の業務は、株式会社アドスリーに委託された。運用はこれまで通りに情報部からの指示により委

託会社が修正等を行うことになる。協会ホームページは会員への情報伝達の重要なツールであり、非会員にとっても実技協の活動

を知る上で重要となるため、ますますの充実を図りたい。 

 

5. メルマガ配信の導入について 

 ・支出削減の観点から、個人会員への郵送物を年1回程度に集約し、代わりにメルマガを用いて情報を各個人会員に配信するようにし

た。メルマガの情報は賛助会員にも同様に配信しており、各支部のイベント情報などがこれまで以上に活用されることを期待する。

メール機能を保有していない会員には猶予期間を設けてこれまでと同様に郵送にて案内している。 

 

6. 総会における電子決済システムの導入 

・第56回松本総会の委任状・議決権行使書を協会ホームページに配置した電子決済システムを導入した。会員への郵送費削減、ハガ

キ購入費用の削減など支出の削減に加え、事務作業の効率化を目指した。 

 

7. 理事会が4年間で行ってきたこと（報告） 

 ・平成30年度から令和3年度の4年間には、新型コロナウイルスの感染拡大から、全国大会の中止やWebでの開催などの実技協全体

での活動に修正変更を余儀なくされた。また、支部活動にも多大な影響があり、各支部からの報告にもあるようにイベントの中止や

Web開催などの開催方法の変更等の苦労があった。未だ、新型コロナウイルスの影響が残る中、次ページの【第7号議案 付属資料】

として、このような状況の中で理事会として活動してきた内容をまとめて記録に残し協会会員への報告事項とする。第 56回松本総

会には新しい理事会が発足する。独自の新たな事業展開を期待し、今後に起こるかもしれない非常事態等の参考になれば幸いであ

る。 
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【第 7号議案 付属資料】 
 

理事会が4年間で行ってきたこと（報告） 

                                        理事長 伊藤恒賢 

 

1. 財政の健全化のために、理事会発足後すぐに「会費を値上げするか」、「支出を削減するか」を理事会で審議し、支出を削減するこ

とを決定してその対策方法を策定した。 

・機関誌と広報の電子化により印刷経費と郵送費の削減 

・各種案内（郵送物）をまとめて郵送 

・郵送物の代替としてメールマガジンを用いた一斉配信 

・副理事長の2名枠を1名とし、部局長理事を支部長理事との兼任にすることなど、理事の定員を減員して、理事会開催経費や

旅費・宿泊費などの支出を削減 

 

2. 実技協の運営組織の再確認と風通しの良い組織にするための整備と実施 

・各種役員（理事、監事、評議員等）に対しての委嘱状を整備 

・各部局に各支部からの推薦者を入れ、部局業務と支部の相互連絡体制を強化 

・各部局内の審議の充実を促進するとともに副部局長を設置して事業実施組織を充実 

・クラウド（Dropbox）を利用した資料の保管や閲覧方式を導入し理事会等に利用 

   （現在は関東支部所有のクラウドを利用しているため、本部での保有を要検討） 

・理事会メール審議を新たに設置し、議案に対し全員賛成により可決する方式を採用 

 

3. 実技協の事業整理に係わる規程類の大幅な見直し 

・定款（2021年10月15日改訂） 

    （総会における普通議決の定数を1/2以上から1/3以上に変更し総会を成立しやすくした。その他、事務局の所在地変更等の所

要の変更をした。） 

・理事会規程（2020年10月24日改訂） 

    （支部長が選定できる評議員の員数を整備した。） 

・部局運営規程（2021年7月21日改訂） 

    （各部局に副部局長を設置する等の整備をした。） 

・運営規程（2021年3月20日改訂） 

    （非会員（一般・学生）が当協会の事業に参加する場合の参加料等の修正を整備した。） 

・財務規程（2020年2月15日改訂） 

    （旅費、謝金について別途定めるよう整備し、その他所要の修正を整備した。） 

・役員選挙選出規程（2019年2月16日改訂） 

・表彰規程（2022年4月19日改訂） 

・「実験動物技術」投稿要領（2021年3月20改正） 

    （非会員（一般・学生）が機関誌に投稿できる等の整備した。） 

・旅費細則（2020年2月15日新たに設置） 

・謝金支給細則（2020年2月15日新たに設置） 

・研究奨励賞選考細則（2022年4月19日改正） 

    （細則の整備により「研究奨励賞の推薦に関する申し合わせ」を廃止した。） 

・実験動物福祉奨励賞選考細則（2022年4月19日改正） 

    （選考の基準ならびに選考の手順を整備した。） 

・全国大会に関する申し合わせ（2021年9月30日改正） 

    （大会主管支部の作業の標準化と共通する基本的事項の整備をした。） 

・事務局申し合わせ（2021年3月20日新たに設置） 

    （慶弔等に関する内容等を整備した。） 

・協会ホームページの運用に関する申し合わせ（2022年1月19日新たに設置） 
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・協会メールマガジン運用に関する申し合わせ（2021年12月14日新たに設置） 

 

4. 事務総務関係 

・総会承認システムの作成と導入 

・役員選挙選出規程と日程調整の整備 

・郵送物の統一化による省力化とメールマガジンの実施 

・事務局申し合わせの整備 

・総会に関する日程調整を整備 

・事務系の年間スケジュールを整備 

 

5. 会計・財務関係 

・旅費・謝金関係の規程類を整備 

・総会（議事案）に向けた支部決算や本部決算の算出時期を調整整備 

・賛助会員の加入増加に関する対策を検討 

 

6. 情報関係 

・協会ホームページの実務を業務委託化 

・協会ホームページの構成等の改善を検討 

・協会メールマガジンの導入（個人会員・賛助会員への情報を一斉配信、今後はアンケートの収集など応用を検討） 

 

7. 企画調整関係 

・定款・規程・細則・申し合わせ等の改正と整備を実施 

・他団体との共催企画や本協会学術大会での本部共催企画を実施 

 

8. 機関誌・広報関係 

・機関誌「実験動物技術」に学生や非会員が投稿できるように要綱を改正 

・機関誌が6月と12月に遅滞なく郵送できる体制を整備 

・広報の発行時期を機関誌No.1と一緒に発送できる体制を実施（郵送費削減） 

・機関誌・広報誌の電子化の検討を具体的に進め令和4年度中に実施予定 

 

9. 実験動物福祉関係 

・福祉奨励賞の選考範囲や選考基準等の規程を整備し実施 

・実技協が行う実技講習会の動物実験審査を協会全体で実施することを検討 

 

10. 総会関係 

・一般社団法人に見合うように総会議事案の書式を根本的に改善 

・定款を改定し総会成立や議決の要員を修正して総会が成立しやすいように改善 

・弁護士の助言を介して実技協の体制、決算、総会決議等を改善 

・総会出欠Webシステムを導入 

 

11. 大会関係 

・学生や非会員が発表できるように制度を改善 

・大会主管支部の大会準備に係わる業務の標準化を目指し申し合わせを整備 

・大会主管支部の大会助成金の返済方法を明確に規定し実施 

・大会主管支部の大会決算における負債額の補填方法を明確に規定 

 

12. 外部団体との連携 

・実験動物関連団体円卓会議（実技協から 2 名が参加、日本実験動物学会総会の開催期間中に実験動物に関連する 14 団体が集
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まり業界の問題点等を協議する。実技協からは14団体の連携強化の調整システムを提案した。） 

・ICLASモニタリングセンター運営会議（実技協から 2名が参加、実験動物の遺伝学的および微生物学的品質管理を行うセンタ

ーの運営会議に出席し、関連する諸問題などの情報を当協会に還元した。） 

・日本実験動物協会理事会（実技協から1名が理事として出席、実験動物生産業者や関連事業者で構成される協会の会議に参加

し、高品質な実験動物の普及体制や適正な動物実験の普及体制など情報を当協会へ還元した。） 

・その他、多くの関連団体との個別協議を実施した。 

 

13. 新型コロナウイルス感染拡大における運営方法の変更 

【全国総会】 

・第54回大会（旭川大会）の中止に伴い、法人第4期社員総会を書面決議により2020年11月14日に実技協事務所（中野）で

行った。出席役員は伊藤、江藤、尾崎、志津野の4名であった。議長は在京理事である江藤副理事長とした。会員は委任また

は議決権行使を選択し、従来のハガキに加え協会ホームページ（HP）に掲載された書式を使用して議決を行った。 

・第55回大会（岐阜大会）のWeb開催に伴い、法人第5期社員総会を書面決議により2021年10月15日に株式会社コームラ会

議室（岐阜市）で行った。出席役員は伊藤、江藤、尾崎、志津野、千原の5名であった。議長は大会長である千原理事とした。 

会員は委任または議決権行使を選択し、従来のハガキに加え協会ホームページ（HP）に掲載された書式を使用して議決を行っ

た。 

 【理事会】 

・理事会はコロナウイルス感染拡大に伴って地域を移動した対面開催を行えず、以下の通り対面とWebの両方法で行った。 

     1）平成30年度第2回理事会（2019年2月16・17日、於；実技協事務所） 

     2）令和元年度第1回理事会（2019年10月24日、於；松山市） 

     3）令和元年度第2回理事会（2020年2月15・16日、於；実技協事務所） 

     4）令和元年度第3回理事会（2020年6月9日、於；Web開催） 

     5）令和2年度第1回理事会（2020年10月24日、於；Web開催） 

     6）令和2年度第2回理事会（2021年3月20日、於；Web開催） 

     7）令和3年度第1回理事会（2021年9月30日、於；Web開催） 

     8）令和3年度第2回理事会（2022年3月23日、於；Web会議） 

【理事会メール審議】 

・年 2 回の定例理事会で時間的に審議しきれなかった議題または臨時的緊急的発案による議題は、「理事会メール審議」を新し

く設けたため、審議の効率化・迅速化が改善された。本審議は理事全員による賛成でのみ可決するシステムである。その後、

本審議の透明性を担保するために監事2名による署名の下、可決した議題は定例理事会で再度承認した。 

1）平成30年度第1回理事会メール審議（議決日；2019年3月12日） 

2）平成30年度第2回理事会メール審議（議決日；2019年3月20日） 

3）平成30年度第3回理事会メール審議（議決日；2019年3月22日） 

4）平成30年度第4回理事会メール審議（議決日；2019年7月23日） 

5）平成30年度第5回理事会メール審議（議決日；2019年9月2日） 

＜2020年5月1日に元号が平成から令和に換わる。＞ 

6）平成31年度・令和元年度第1回理事会メール審議（議決日；2020年2月27日） 

7）令和元年度第2回理事会メール審議（議決日；2020年5月15日） 

8）令和2年度第1回理事会メール審議（議決日；2021年1月5日） 

9）令和2年度第2回理事会メール審議（議決日；2021年5月18日） 

10）令和2年度第3回理事会メール審議（議決日；2021年6月7日） 

11）令和2年度第4回理事会メール審議（議決日；2021年6月30日） 

12) 令和2年度第5回理事会メール審議（議決日；2021年7月19日） 

13) 令和2年度第6回理事会メール審議（議決日；2021年7月21日） 

14) 令和2年度第7回理事会メール審議（議決日；2021年7月21日） 

15) 令和3年度第1回理事会メール審議（議決日；2021年12月3日） 

16) 令和3年度第2回理事会メール審議（議決日；2021年12月14日） 

17) 令和3年度第3回理事会メール審議（議決日；2022年1月13日） 
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18) 令和3年度第4回理事会メール審議（議決日；2022年1月13日） 

19) 令和3年度第5回理事会メール審議（議決日；2022年3月3日） 

20) 令和3年度第6回理事会メール審議（議決日；2022年4月1日） 

21) 令和3年度第7回理事会メール審議（議決日；2022年4月1日） 

22) 令和3年度第8回理事会メール審議（議決日；2022年4月1日） 

以上 
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【資料１】 

令和 4・5年度 理事・監事（案） 
（任期：2022年総会日～2024年総会日） 

 

 

役員名         氏名               所属 

理事長 中野洋子 帝京科学大学 

副理事長 野口和浩 熊本大学 

副理事長 武智眞由美 島根大学           

理事（事務局長） 坂本雄二 千寿製薬株式会社 

理事（財務部長） 竹原 広 株式会社安評センター 

理事（企画調整部長）          野田義博 東京都健康長寿医療センター 

理事（情報部長）  日野千紘 旭川医科大学 

理事（編集部長） 丸山 滋          ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社 

理事（実験動物福祉部長） 若松真矢            株式会社新日本科学 

理事（北海道支部長） 小玉雄介 三協ラボサービス株式会社 

理事（奥羽支部長）   高橋智輝 岩手医科大学 

理事（東北支部長） 石橋 崇 東北大学 

理事（関東支部） 江藤智生 実験動物中央研究所 

理事（東海北陸支部長） 廣江 猛 生理学研究所  

理事（関西支部長） 三上崇徳 川崎医科大学 

理事（九州支部長） 中村直子 熊本大学 

監事 後藤一雄 帝京大学 

監事                            志津野博           ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社 

 

 

 

 

名誉会員・顧問 

（2022年8月31日現在） 

 

名誉会員                          堀 祐司 

顧問                         朱宮正剛 

顧問                      高橋久英 

顧問                             大和田一雄         岡山理科大学 

顧問                                           小原 徹           鹿児島大学 

顧問                                    井上吉浩           東北大学加齢医学研究所 

顧問                                    坂本雄二           千寿製薬株式会社 

 

 

 

 

 

 

 



33 

【資料２】 

部局 
（任期：2022年総会日～2023年総会日）五十音順 

 

事務局 

事務局長  坂本雄二（千寿製薬株式会社総合研究所） 

副 局 長  尾﨑順子（山形大学医学部メディカルサイエンス推進研究所動物実験センター） 

局  員  宇都宮史人（シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社生体機能評価IV部門） 

〃   大矢康貴（名古屋大学大学院医学系研究科附属医学教育研究支援センター実験動物部門） 

〃   北嶋修司（佐賀大学総合分析実験センター生物資源開発部門） 

〃   谷口佳史（株式会社ケー・エー・シー技術推進部） 

〃    橋本春菜（島根大学研究・学術情報機構総合科学研究支援センター） 

事 務 員   三浦由利恵（株式会社アドスリー） 

 

財務部 

部  長  竹原 広（株式会社安評センター研究本部安全性小動物試験室） 

副 部 長  宮下早奈枝（札幌医科大学医学部動物実験施設部） 

部  員  石原すみれ（岡山大学自然生命科学研究支援センター） 

事務取扱  三浦由利恵（株式会社アドスリー） 

 

企画調整部 

部  長  野田義博（東京都健康長寿医療センター研究所実験動物施設） 

副 部 長   武井信貴子（株式会社イナリサーチ試験研究センター動物試験部） 

部  員  伊藤由広（ハムリー株式会社営業部東京営業所） 

〃     山根 到（生理学研究所動物実験コーディネータ室） 

事務取扱  三浦由利恵（株式会社アドスリー） 

 

情報部 

部  長  日野千紘（旭川医科大学教育研究推進センター動物実験技術支援部門） 

副 部 長  川辺俊晃（アーク・リソース株式会社事業推進室） 

部  員  土山修治（熊本大学生命資源研究・支援センター資源開発分野） 

〃   室田宏之（北海道大学遺伝子病制御研究所） 

事務取扱  三浦由利恵（株式会社アドスリー） 

 

編集部 

部  長   丸山 滋（ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社生産部） 

副 部 長  藤平篤志（日本獣医生命科学大学実験動物学教室） 

部  員   安齋政幸（近畿大学先端技術総合研究所生物工学技術研究センター） 

〃    渡邊利彦（中外製薬株式会社研究業務推進部） 

事務取扱    三浦由利恵（株式会社アドスリー） 

 

実験動物福祉部 

部  長   若松真矢（株式会社新日本科学安全性研究所実験動物管理部） 

副 部 長   大竹俊男（慶応義塾大学動物実験センター） 

部  員    武井信貴子（株式会社イナリサーチ試験研究センター動物試験部） 

〃    長沼佑季（アステラス製薬株式会社つくば研究センター） 

〃       橋本直子（京都大学ヒト行動進化センター） 

〃     堀 秀帆（東海大学メディカルサイエンスカレッジオフィス） 
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〃   松隈豊和（UBE株式会社医薬研究所） 

〃    水澤卓馬（実験動物中央研究所事業部門動物資源技術センター） 

〃 安野 航（岩手医科大学医歯薬総合研究所動物研究センター） 

〃   山中沙織（JTクリエイティブサービス高槻事業所） 

〃  山根 到（生理学研究所動物実験コーディネータ室） 

〃     横山継育（株式会社スターラボ生殖工学業務部兼実験動物管理業務部） 

事務取扱    三浦由利恵（株式会社アドスリー）  
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【資料３】 

評議員 
（任期： 2022年総会日～2024年総会日 43名） 支部毎 五十音順 

 

所属先は就任時在職名、括弧内は定数 

※新しく選任された評議員 

選出 

支部 
氏名 所属 

選出 

支部 
氏名 所属 

北
海
道
支
部 

（5） 

小林 元 北海道医療大学 東
海
北
陸
支
部
(5) 

石河秀樹 三重大学 

大瀧越騎 北海道大学遺伝子病制御研究所 冨田耕平 （株）ケー・エー・シー 

中村大輔 三協ラボサービス（株） 橋本直子 京都大学ヒト行動進化センター 

西村浩樹 （株）ホクドー 中村由季子※ 金沢大学 

溝口定之 オリエンタル酵母工業（株） 羽根田千江美 藤田医科大学 

奥
羽
支
部 

（4） 

小畑孝弘 秋田大学 

関
西
支
部 

(8) 
石原すみれ 岡山大学 

白濱育美 弘前大学 井上龍太 大阪大学微生物病研究所 

安野 航 岩手医科大学 小川哲平 （株）夏目製作所 

米谷 学 （公財）環境科学技術研究所 澤浦雅人 ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン（株） 

東
北
支
部 

(5) 

小澤和典 福島県立医科大学 攝田友香 三協ラボサービス（株） 

小島修樹 東北医科薬科大学 玉井邦明 （株）エーテック  

川田耕司 福島県立医科大学 濱口 亮 ハマグチラボプラス（株） 

熊谷 隆 （有）熊谷重安商店 和田重太郎 （株）カネカ 

福田直樹 山形大学 

九
州
支
部 

(6) 

川辺敏晃 アーク・リソース（株） 

関
東
支
部 

(10) 

大野怜一朗 東京大学 古賀崇男※ 福岡大学 

大羽沙弥佳 日本クレア（株） 重本直昭 九動（株） 

小田佳奈子 新潟大学脳研究所 立部 誉 鹿児島大学 

上條信一 （株）ライフィル 山本沙代 九州大学 

小暮一俊 （株）日立産機システム 山本直土 長崎大学 

櫻井拓也 （株）アニマルケア 

玉里友宏 ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン（株） 

福嶋章義 （株）ジェー・エー・シー 

藤澤修平 （株）夏目製作所 

守屋幸治 北山ラベス（株） 
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【資料４】 
支部役員 

 

1. 北海道支部（任期：2022年9月1日～2024年8月31日） 

 

支部役職名 氏名 所属 

支部長 小玉雄介 三協ラボサービス（株）札幌営業所 

副支部長 玉置雅祥 札幌医科大学医学部動物実験施設部 

幹事 西村浩樹 （株）ホクドー 

幹事 船場 侑 （株）ホクドー 

幹事 中村大輔 三協ラボサービス（株）札幌営業所 

幹事 小林 元 北海道医療大学動物実験センター 

幹事 日野千紘 旭川医科大学教育推進センター 

幹事 宮下早奈枝 札幌医科大学医学部動物実験施設部 

幹事 大瀧越騎 北海道大学遺伝子病制御研究所 

幹事 西堀頼史 （株）新薬リサーチセンター 

幹事 室田宏之 北海道大学遺伝子病制御研究所 

幹事 溝口定之 オリエンタル酵母工業（株） 

 

2. 奥羽支部（任期：2022年 9月 1日～2024年8月31日） 

 

支部役職名 氏名 所属 

支部長 高橋智輝 岩手医科大学医歯薬総合研究所動物研究センター 

副支部長 米谷学 (公財)環境科学技術研究所 

副支部長 小畑孝弘 秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター 

幹事（事務局） 高橋正敏 東北ニュークリア（株） 

幹事（会計） 安野 航 岩手医科大学医歯薬総合研究所動物研究センター 

幹事（情報部） 矢野愛美 秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター 

幹事 白濱育美 弘前大学大学院医学研究科附属動物実験施設 

幹事 千葉美里 岩手医科大学医歯薬総合研究所動物研究センター 

監査 阿部修二 日本クレア（株）仙台出張所 

監査 HAO YIN 弘前大学大学院医学研究科附属動物実験施設 

 

3. 東北支部（任期：2022年9月1日～2024年8月31日） 

 

支部役職名 氏名 所属 

支部長 石橋 崇 東北大学加齢医学研究所実験動物管理室 

副支部長 小澤和典 福島県立医科大学医学部実験動物研究施設 

副支部長 福田直樹 山形大学医学部MS研究所動物実験センター 

会計 熊谷 隆 (有)熊谷重安商店 

事務局 野原豪和 山形大学医学部MS研究所動物実験センター 

幹事 高橋智裕 日本クレア（株）仙台出張所 

幹事 西尾啓輔 東北大学大学院医学系研究科動物実験施設 

幹事 小島修樹 東北医科薬科大学実験動物センター 

幹事 塚田香菜 （株）日本全薬工業 

幹事 丹治静保 福島県立医科大学医学部実験動物研究施設 
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幹事 須藤まゆみ 山形大学医学部MS研究所動物実験センター 

幹事 大崎雄介 東北大学大学院農学研究科栄養学分野 

幹事 栗﨑政希 東北医科薬科大学福室動物室 

支部監事 森川正喜 東北大学大学院医学系研究科動物実験施設 

支部監事 鈴木悦子 （株）ジェー・エー・シー 

 

4. 関東支部（任期：2022年4月1日～2024年3月31日） 

 

支部役職名 氏名 所属 

支部長 江藤智生 (公財)実験動物中央研究所 

副支部長 大羽沙弥佳 日本クレア（株） 

副支部長 鵜飼 学 慶應義塾大学医学部 

幹事（総務） 藤澤修平 （株）夏目製作所 

幹事（会計） 小暮一俊 （株）日立産機システム 

幹事 大野怜一朗 東京大学 

幹事 久保田明衣 （株）ライフィル 

幹事 櫻井拓也 （株）アニマルケア 

幹事 玉里友宏 ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン（株） 

幹事 土田 学 （株）ケー・エー・シー 

幹事 長澤 翼 （株）アニマルケア 

幹事 福嶋章義 （株）ジェー・エー・シー 

支部顧問 上條信一 （株）ライフィル 

監査 佐竹聖人 東京大学薬学部 

監査 川村 直 三協ラボサービス（株） 

 

5. 東海北陸支部（2021年4月17日～2023年3月31日）  

 

支部役職名 氏名 所属 

支部長 廣江 猛 自然科学研究機構動物資源共同利用研究センター 

副支部長（支部長補佐） 前田秀之 福井大学ライフサイエンス支援センター 

副支部長（企画チーフ） 竹原 広 （株）安評センター研究本部安全性小動物試験室 

事務局長 石河秀樹 三重大学 研究基盤推進機構 先端科学研究支援センター 動物実験施設 

事務局（会計） 窪田美津子 自然科学研究機構動物資源共同利用研究センター 

事務局（広報） 橋本直子 京都大学ヒト行動進化研究センター 

企画担当 羽根田千江美 藤田医科大学病態モデル先端医学研究センター 

企画担当 大矢康貴 名古屋大学大学院医学系研究科附属医学教育研究支援センター実験動物部門 

企画担当 青島拓也 浜松医科大学光尖端医学教育研究センター医用動物資源支援部 

幹事 千原 猛 四日市看護医療大学看護医療学部臨床検査学科 

幹事 伊藤麻里子 名古屋大学環境医学研究所 

幹事 中村由季子 金沢大学疾患モデル総合研究センター実験動物研究施設 

幹事 山崎彰久 三協ラボサービス（株） 

幹事 柴主敏行 科研製薬（株）新薬創生センター薬物動態・安全性部 

幹事 大塚健司 ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン（株）日野飼育センター 

幹事 須部 剛 日本エスエルシー（株） 

支部監事 前田典彦 京都大学ヒト行動進化研究センター 

支部監事 冨田耕平 （株）ケー・エー・シー アニマルサイエンス西日本事業部第二事業所 
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6. 関西支部（任期：2022年9月1日～2024年8月31日） 

 

支部役職名 氏名 所属 

支部長 三上崇徳 川崎医科大学中央研究センター 

副支部長（兼）教育部長 井上龍太 大阪大学微生物病研究所附属感染動物実験施設 

副支部長（兼）財務部長 武智眞由美 島根大学総合科学研究支援センター 実験動物部門 

事務局長（兼）財務部（兼）ﾏｳｽ･ﾗｯﾄ上級技術講習会

WG責任者 

石原すみれ 岡山大学自然生命科学研究支援センター 

幹事（事務局/総務） 南世利奈 川崎医科大学中央研究センター 

幹事（事務局/総務） 橋本春菜 島根大学総合科学研究支援センター 実験動物部門 

幹事（事務局/総務） 矢田範夫 岡山大学自然生命科学研究支援センター 

幹事（事務局/総務） 山田 進 岡山大学自然生命科学研究支援センター 

幹事（事務局/広報）（兼）実験動物学習会・実技 WG

副責任者 

柳原裕太 愛媛大学プロテオサイエンスセンター 病態生理解析

部門 

幹事（事務局/広報） 寺門一郎 滋賀医科大学動物生命科学研究センター 

幹事（財務） 澤浦雅人 ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン（株） 

幹事（財務） 高橋明之 （株）JTクリエイティブサービス 

幹事（財務） 木下亮一 （株）JTクリエイティブサービス 

幹事（財務） 井上真理子 川崎医科大学中央研究センター 

幹事（財務） 濱口祥恵 国立循環器病研究センター研究所 

幹事（教育/ﾏｳｽ･ﾗｯﾄ上級技術講習会WG副責任者） 谷口佳史 （株）ケー・エー・シー 

幹事（教育/ﾏｳｽ･ﾗｯﾄ上級技術講習会WG副責任者） 宮嵜 章 （株）ケー・エー・シー 

幹事（教育/実験動物学習会・実技WG責任者） 攝田友香 三協ラボサービス（株） 

幹事（教育/ｳｻｷﾞ･ﾓﾙﾓｯﾄ上級技術講習会WG責任者） 河本育士 滋賀医科大学動物生命科学研究センター 

幹事（教育/ｳｻｷﾞ･ﾓﾙﾓｯﾄ上級技術講習会WG副責任者） 吉田 暖 京都大学ウイルス再生医科学研究所 

幹事（教育） 和田重太郎 （株）カネカ 

幹事（教育） 小川哲平 （株）夏目製作所 

幹事（教育） 塩谷恭子 国立循環器病研究センター研究所 

幹事（教育） 八田耕志 日本クレア（株） 

幹事（教育） 玉井邦明 （株）エーテック 

幹事（教育） 濱口 亮 ハマグチラボプラス（株） 

幹事（教育） 清水何一 清水実験材料（株） 

幹事（教育） 松尾浩希 三協ラボサービス（株） 

幹事（教育） 菅野史朗 ハムリー（株） 

幹事（教育） 福永徹也 （株）大塚製薬工場 

幹事（教育） 大西平治朗 千寿製薬（株） 

監事 池渕一也 大鵬薬品工業（株） 

監事 坂本雄二 千寿製薬（株） 

アドバイザー 山本好男 (一社)環境健康学研究会 

アドバイザー 田島 優  

 

7. 九州支部（任期：2022年11月12日～2023年8月31日） 

 

支部役職名 氏名 所属 

支部長 中村直子 熊本大学技術部（生命資源研究・支援センター） 

副支部長（支部ニュース） 山本沙代 九州大学大学院医学研究院附属ヒト疾患モデル研究センター 
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副支部長（実験技術） 若松真矢 （株）新日本科学 

幹事（事務局） 立部 誉 鹿児島大学先端科学研究推進センター 動物管理・小動物研究推進部門 

幹事（実験技術） 野口和浩 熊本大学大学院生命科学研究部 

幹事（会計） 川辺敏晃 アーク・リソース（株） 

幹事（会計） 重本直昭 九動（株） 

幹事（会報編集） 山本直土 長崎大学 医歯薬学総合研究科バイオメディカルモデル動物研究センター  

幹事（会報編集） 古賀崇男 福岡大学アニマルセンター 

幹事（情報） 河端万葉 佐賀大学総合分析センター生物資源開発部門 

幹事（情報） 七條宏樹 宮崎大学フロンティア科学総合研究センター 

幹事（支部ニュース） 岡部百合 久留米大学医学部動物実験センター 

監査 岩木俊作 日本エスエルシー（株） 

監査  糸山恭平 （株）ケービーティーオリエンタル 
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【資料５】 

賛助会員 
 

（2022年8月31日現在 69社）五十音順 

 

機 関 名 

アーク・リソース（株） （株）ケー・エー・シー （一財）動物繁殖研究所 

（株）朝日工業社 興和（株） トキワ科学器械（株） 

あすか製薬（株） 三協ラボサービス（株） （公財）鳥取県産業振興機構 

アステラス製薬（株） （株）三和化学研究所 （株）夏目製作所 

（株）アドスリー （株）ジェー・エー・シー （株）日東エアテック 

（株）アニマルケア シオノギテクノアドバンスリサーチ（株） 日本エスエルシー（株） 

（株）アニメック （公財）実験動物中央研究所 日本化薬（株） 

（株）安評センター （株）シナノ製作所 日本クレア（株） 

EAファーマ（株） 清水実験材料（株） 日本実験動物器材協議会 

（株）アイテック 新生冷熱工業（株） （公社）日本実験動物協同組合 

（株）エーテック （株）新日本科学 日本実験動物飼料協会 

（株）NAS研究所 （株）精研 ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン（株） 

（株）大阪ビル管理 清和産業（株） 日本農薬（株）総合研究所 

（株）大塚製薬工場 千寿製薬（株） ハムリー（株） 

小野薬品工業（株） 第一三共（株） フィード・ワン（株） 

オリエンタル酵母工業（株） 大正製薬（株） （株）フィジオテック 

科研製薬（株）新薬創成センター ダイダン（株） （株）フナバシファーム 

（株）カネカ  田辺三菱製薬（株） 三浦工業（株） 

北山ラベス（株） （株）中外医科学研究所  （株）美濃ラボ 

キッセイ薬品工業（株） 中外製薬（株） （株）ヤクルト本社中央研究所 

九動（株） テクニプラスト・ジャパン（株） ラビックス（株） 

協和キリン（株） 東京実験動物（株） （株）ラボテック 

（有）葛生運送 東京ビジネスサービス（株） （株）レナテック 
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【資料６】規程類（令和 3年度改正分） 

 

一般社団法人日本実験動物技術者協会 定款  

（令和3年10月15日施行） 

 

一般社団法人日本実験動物技術者協会 表彰規程 

（令和4年4月19日一部改正） 

 

一般社団法人日本実験動物技術者協会 研究奨励賞選考細則 

（令和4年4月19日一部改正） 

 

一般社団法人日本実験動物技術者協会 実験動物福祉奨励賞選考細則 

（令和4年4月19日一部改正） 

 

メールマガジン運用に関する申し合わせ 

（令和3年12月14日制定） 

 

協会ホームページに関する申し合わせ 

（令和4年1月19日制定） 

 

 

 

 

最新版の定款・規程類は実技協ホームページで確認できます。 

実技協ホームページ http://www.jaeat.org/ の「定款・細則・憲章」をクリックしてください。 

 

http://www.jaeat.org/



