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・表彰式はコロナ禍のため、受賞者全員に賞状と副賞をお送りすることになりました。昨年中止と
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【第 1号議案】 

令和２年度（法人第５期）事業報告 
（2020年9月1日～2021年8月31日） 

 

1. 会員数（事業最終日：2021年8月31日） 

 1）名誉会員 

2020年8月31日   1名 

2021年8月31日   1名（増減0） 

 2）顧問 

2020年8月31日   6名 

2021年8月31日   6名（増減0） 

3）個人会員 

2020年8月31日   958名 

2021年8月31日   919名（39名減） 

 4）賛助会員 

2020年8月31日   72社 

2021年8月31日   70社（2社減） 

 

2. 機関誌と広報の送本数 

 1）機関誌 

   送本数  2020 Vol.55 No.2（12月）   1,009冊 

        2021 Vol.56 No.1（ 6月）   1,010冊 

   販売数  2020 Vol.55 No.2（12月）     8冊 

        2021 Vol.56 No.1（ 6月）     6冊 

 2）広報 

   送本数  第44号 2021年6月発行     1,002冊 

 

3. 第54回総会（第4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： 2020年11月14日(土) 

   開催場所： 日本実験動物技術者協会事務所アドスリー会議室 

 

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： 2020年10月24日(土) 

       開催場所： Webによるオンライン会議 

   第2回 開催期日： 2021年3月20日(土) 

       開催場所： Webによるオンライン会議 

2）理事会メール審議 7回開催 

   第1回 議決日： 2021年1月5日、議題：「全国大会の申し合わせ」について、結果：承認 

   第2回 議決日： 2021年5月18日、議題：第20回顕彰の推薦について、結果：承認 

   第3回 議決日： 2021年6月7日、議題：株式会社アドスリー事業所移転に伴う住所変更について、結果：承認 

   第4回 議決日： 2021年6月30日、議題：定款の改正案について、結果：承認 

   第5回 議決日： 2021年7月19日、議題：岐阜大会時の本部共催シンポジウムの承認について、結果：承認 

   第6回 議決日： 2021年7月21日、議題：「部局運営規程」の改正案について、結果：承認 

   第7回 議決日： 2021年7月21日、議題：「第11回実験動物福祉奨励賞」について、結果：承認 

        

 3）評議員会 開催なし 
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5. 定期学術集会の開催 

  第54回日本実験動物技術者協会総会は新型コロナウイルス感染拡大のため、以下の学術集会の開催を中止した。 

   会 期：2020年10月23日（金）～24日（土） 

   会 場：旭川市民会館 

   会 長：清水範彦（旭川医科大学） 

 

    

6. 第54回総会（旭川）において以下の方々を表彰予定であったが、中止のため表彰式を第55回総会（岐阜）に延期した。 

  1）第39回 研究奨励賞（1名） 

応募無し 

2）第26回 実験動物技術功労賞 

該当なし 

  3）第19回 顕彰（顕彰第18号）（1名） 

応募無し 

  4）第11回 実験動物福祉奨励賞 

演 題：Public EngagementとしてのBeagle R Programの取り組み 

演 者：安倍宏明、石川 玄 

所 属：マーシャル・バイオリソーシス・ジャパン株式会社 

  5）第23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（理事長：髙木博隆） 

該当無し 

   ②日本実験動物飼料協会賞（会長：齋藤敏樹） 

演 題：高血圧自然発症ラット（SHR）におけるレモン残渣添加食の血圧上昇抑制効果 

演 者：川上浩平 1、山田和夫 2、竹下治男 2、松尾裕之 1、山田高也 1 

所 属：1島根大学総合科学研究支援センター実験動物部門、2島根大学医学部法医学 

   ③日本実験動物器材協議会賞（会長：小原喜代三） 

該当無し 

 

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 417回本部共催講演会「実験動物の感染症と検査および微生物クリーニング」 

期日：2020年11月6日〜7日、講師：高倉彰先生（実験動物中央研究所）、林元展人先生（実験動物中央研究所）、 

保田昌彦先生（実験動物中央研究所）、森田華子先生（実験動物中央研究所）、江藤智生先生（実験動物中央研究所） 

開催支部：関東支部、参加者：会員2名、非会員3名 

 

8. 関連学協会との連携 

1）日本実験動物学会（「豚熱情報連絡ワーキンググループ」へ会員2名（矢田会員、福田会員）を推薦した） 

2）日本実験動物協会理事会参加 2021年3月17日 第75回理事会（みなし決議）、同5月27日 第76回理事会（みなし決議） 

3）第10回動物実験関連団体円卓会議参加 2021年5月19日（リモート開催））、参加者：伊藤、江藤 

4）ICLASモニタリングセンター運営委員会出席 2021年4月16日（リモート開催）、参加者：尾﨑、外丸 

 

9. 第56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： 関東支部 

大 会 長： 江藤 智生（実験動物中央研究所） 

会  期： 2022年10月13日（木）～10月15日（土） 

会  場： キッセイ文化ホール・松本市中央公民館（松本市） 

 

10. 第55回大会（岐阜）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40回 研究奨励賞（1名） 
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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 

 

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。 

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。 

・大会決算書の統一フォーマットを検討した。 

3）企画調整部（企画調整部長：日野千紘） 

 ・第55回日本実験動物技術者協会総会の本部共催シンポジウムを企画した。 

 ・「全国大会の申し合わせ」を作成した。 

4）情報部（情報部長：室田宏之） 

 ・協会本部HPを運営した。講演会および講習会の案内の掲載が5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。 

 ・協会本部HPの運営を外部に委託した。 

5）編集部（編集部長：外丸祐介） 

・機関誌の編集：55-2号および56-1号（2020年12月30日および2021年6月30日発行） 

・投稿論文の審査：3件（内1件は審査継続中） 

6）実験動物福祉部（実験動物福祉部長：岡本 明、実験動物福祉部長代行：武井信貴子）） 

・実験動物関連諸団体と協調・連携しながら、「実験動物福祉の充実」・「動物実験の倫理的適正化」に向けた取組みを推進した。 

・動物愛護管理法など実験動物福祉に関する法令や指針等に関する情報収集を行った。 

・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った。 

・実験動物福祉に関する情報収集を行い、分析および情報提供を行った。 

・実験動物福祉に関する学術的研究を推進した。  

・旭川大会で「Well-beingひろば」を開催する予定であったが、旭川大会中止に伴い「Well-beingひろば」も中止となった。 

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.44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.44は2021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。 

 

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） 
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  1）北海道支部（支部長：室田宏之） 

   ①講演会・講習会 

2021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 

2020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46回支部総会 

期日：2021年8月に紙上で開催した。 

 

   ③役員会 

・適宜メールでの開催。 

 

   ④その他 

    ・北海道支部会誌44号の発行 

     発行日：2021年4月1日、発行部数：90部 

 

  2）奥羽支部（支部長：高橋智輝） 

   ①講演会・講習会 

・第6回実験動物技術研究交流大会 

・第31回東北動物実験研究会 

  新型コロナウイルス感染症のため中止。 

   ②支部総会 

・令和3年度支部総会 

期日：2021年9月紙面開催 

   ③役員会 

・第1回役員会 

期日：2020年11月、メール審議 

 

              

  3）東北支部（支部長：石橋 崇） 

   ①講演会・講習会 

・第1回ワークショップ（テーマ：動物実験施設における空気調和機運用に関連した諸問題について） 

期日：2021年6月5日、場所：Web開催、参加者：会員34名 

 

   ②支部総会 

    ・令和2年度支部総会 

期日：2021年9月4日、場所：Web開催、 

 

   ③役員会 

・第1回役員会 

期日：2021年2月6日、場所：Web開催、参加者：12名 

・第2回役員会 

期日：2021年7月31日、場所：Web開催、参加者：12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（新型コロナウイルスの影響により開催中止） 
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・微生物統御実技講習会 第417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：2020年11月6-7日、場所：実験動物中央研究所（神奈川県川崎市）、参加者：会員2名、非会員3名 

・実験動物福祉部会第6回部会(勉強会)  

講師：小山公成、萩原慎太郎 

期日：2020年11月21日、場所：ZOOMによるWebセミナー 

参加者：会員40名、非会員19名 

・第46回関東支部懇話会（ZOOMによるオンライン開催） 

期日：2021年2月27日、場所：川崎市産業振興会館（神奈川県川崎市） 

参加者：会員87名、非会員64名 

・中動物部会講演会 懇話会共催 

期日・場所：第46回関東支部懇話会と同数 

・実験動物福祉部会講演会 懇話会共催 

期日・場所：第46回関東支部懇話会と同数 

 

②支部総会 

・令和2年度関東支部総会 

期日：2021年2月27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6名、委任状174名、議決権行使4名、計174名 

 

③役員会 

・令和2年度 第1回幹事会（新型コロナウイルスの影響により開催中止） 

期日：2020年4月18日、場所：川崎市産業振興会館（神奈川県川崎市） 

・令和2年度 第2回幹事会（ZOOMによるオンライン会議） 

期日：2020年6月6日、主会場：（公財）実験動物中央研究所（神奈川県川崎市）参加者13名 

・令和2年度 第3回幹事会（ZOOMによるオンライン会議） 

期日：2020年8月1日、主会場：川崎市産業振興会館（神奈川県川崎市）参加者13名 

・令和2年度 第4回幹事会（ZOOMによるオンライン会議） 

期日：2020年10月3日、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2年度 第5回幹事会（ZOOMによるオンライン会議） 

期日：2020年12月12日、主会場：株式会社夏目製作所（東京都文京区）参加者11名 

・令和2年度 第6回幹事会（ZOOMによるオンライン会議） 

期日：2021年2月6日、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192号 発行日：2020年4月10日、発行部数：482部 

第193号 発行日：2020年7月10日、発行部数：464部 

第194号 発行日：2020年10月9日、発行部数：459部 

第195号 発行日：2021年1月8日、発行部数：482部 

・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・メーリングリスト運営をおこなった。（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） 

・幹事会が「実験動物技術の修業支援 ―講演会・実技講習会を通じた技術の研鑽―」の演題名で 関東支部活動を紹介した。 

(久保田明衣, 江藤智生.  第67回日本実験動物学会総会. 2020年5月) 

・幹事会が、実験動物飼育施設における新型コロナウイルス対応事例の調査を実施、支部会報で公開。(2010年10月) 

・ＲＥＧ部会が、コロナ禍が及ぼした生殖工学・発生工学業務への影響について調査を実施、支部員およびＲＥＧメーリングリ

ストで公開、会員支部会報で公開。(2011年4月) 
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  5）東海北陸支部（支部長：千原猛） 

①講演会・講習会 

・自然科学研究機構動物資源共同利用研究センター改修棟見学会 

期日：2020年11月25日、場所：自然科学研究機構生理学研究所（岡崎市） 

参加者：会員15名 

②支部総会 

    ・令和2年度支部総会 

期日：2020年4月17日（土）、リモート開催 

 

   ③役員会 

・令和2年度第1回役員会 

期日：2020年8月18日、メール会議、参加者  20 名 

・令和2年度第2回役員会 

期日：2021年3月26日、リモート会議、参加者12名 

 

   ④その他 

    ・東海北陸支部会報の発行 第18号 

第18号 2021年 1月13日 

 

  6）関西支部（支部長：矢田範夫） 

   ①講演会・講習会 

・マウス・ラット上級講習会で使用する講習会テキストの公開配布とアンケート調査 

期日：2020年9月4日、場所：オンライン、利用者数： 167名 

    ・新型コロナウイルス対応についてのアンケート結果公開  

期日：2020年12月、場所：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 

    

②支部総会 

    ・2020年度関西支部総会・春季大会 

期日：2021年5月29日、場所：オンライン 

総会参加者：委任状55名 議決権行使書49名 合計104名 

春季大会参加者：150名 

 

   ③役員会 

・2020年度第1回幹事会 

期日：2021年1月30日、場所：オンライン、参加者：22名 

・2020年度第2回幹事会 

期日：2021年4月20日、場所：オンライン、参加者：28名 

    ・2020年度第3回幹事会 

     期日：2021年8月10日、場所：オンライン、参加者：24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：2021年7月30日（213号、追悼文掲載） 

・オリジナル教材の販売（2020年9月1日～2021年8月31日） 

 マウス・ラットの基本的な実験手技DVD 8枚 

 オリジナルパウチ教材         19枚 
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 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、野口和浩、荒木栄一、進村美穂、若松真矢、中村直子、島津伸也、立部誉、管田恵理世、松本珠美 

期日：2020年9月5日、開催形式：Web開催、参加者：会員4名、非会員8名 

・第40回日本実験動物技術者協会九州支部研究発表会（一般演題のみ、九州支部技術奨励賞1名選定・表彰） 

期日：2020年11月15日、場所：Web開催、参加者：51名  

 

   ②支部総会 

    ・第43回支部総会 

期日：2020年11月16日〜12月4日、開催形式：書面決議（Google formを使用） 

参加者：委任状54名、議決権行使8名、計62名 

 

   ③役員会 

・第1回役員会 

期日：2020年1月10日、場所：Web会議、参加者：11名 

・第2回役員会 

期日：2021年6月19日、場所：Web会議、参加者：14名 

・第3回役員会 

期日：2021年8月21日、場所：Web会議、参加者：13名 

 

   ④その他 

    ・九州支部ニュースの発行 発行日：2021年3月11日  

    ・九州支部会報の発行   発行日：2021年8月31日 
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【第 2号議案】 

令和２年度（法人第 5期）決算報告ならびに監査報告 
（2020年9月1日～2021年8月31日） 
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令和２年度（法人第5期）監査報告 
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【第 3号議案】 

令和３年度役員の選任 
 

 定款、役員選挙選出規程に基づき、現職理事の交代により、新たに以下の理事候補者を東海北陸支部、関西支部および九州支部が選

任したので起案する。 

退任する理事 

 千原 猛（所属：東海北陸支部） 

  役職名 理事（東海北陸支部長）、任期 2022年10月総会日、退任日 2021年10月15日 

 矢田範夫（所属：関西支部） 

  役職名 理事（関西支部長）、任期 2022年10月総会日、退任日 2021年10月15日 

 野口和浩（所属：九州支部） 

  役職名 理事（九州支部長）、任期 2022年10月総会日、退任日 2021年10月15日 

在任中に逝去された理事 

 岡本 明（所属：関西支部） 

  役職名 理事（実験動物福祉部長）、任期 2022年10月総会日、退任日 2021年6月15日（逝去により） 

 

退任理事に代わって新たに選出された理事 

 廣江 猛（所属：東海北陸支部） 

  役職名 理事（東海北陸支部長）、任期 2022年10月総会日まで、選任したもの 東海北陸支部 

 三上崇徳（所属：関西支部） 

  役職名 理事（関西支部長）、任期 2022年10月総会日まで、選任したもの 関西支部 

中村直子（所属：九州支部） 

  役職名 理事（九州支部長）、任期 2022年10月総会日まで、選任したもの 九州支部 

 野口和浩（所属：九州支部） 

   役職名 理事（実験動物福祉部長）、任期 2022年10月総会日まで 

 

2. 令和2・3年度理事・監事について（任期：2020年10月総会日～2022年10月総会日） 

役員名    氏名               所属 

理事長    伊藤恒賢          山形大学 

副理事長（関東支部長）       江藤智生          実験動物中央研究所 

理事（事務局長、選挙管理委員長）  尾﨑順子          山形大学 

理事（財務部長）   竹原 広          安評センター 

理事（企画調整部長）           日野千紘          旭川医科大学 

理事（情報部長、北海道支部長）   室田宏之          北海道大学 

理事（編集部長、査読委員長）  外丸祐介          広島大学 

※理事（実験動物福祉部長、広報編集委員長） 野口和浩          熊本大学 

理事（表彰委員長、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（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     鵜飼 学          慶応大学 

監事                      志津野博           日本チャールス・リバー株式会社 

 

  ※： 新しく選出された理事（任期：2021年10月15日～2022年10月総会日） 
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【第 4号議案】 

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

 

Ⅰ. 事業方針 令和2年度事業の進捗状況と令和3年度に向けた方針について（理事長：伊藤恒賢） 

 2018年10月に理事長をお引き受けした時に、当協会の財政改善の対策として2つの方向性がありました。一つは、会費の値上げであ

り、もう一つは、支出項目の見直しでありました。財政悪化の原因は、会員数の減少が主な理由でした。そこで私達は会員数減少に歯

止めをかけ、会員へのサービスを充実させ、何よりも会員にとって魅力的な活動を行うことを目標に、支出削減のための方策を考える

という方向に舵を切りました。 

現体制も 2 期目となり、ある程度の結果を出さなくてはなりません。コロナ禍が当協会の活動に大きく支障をきたしている状況で、

現時点での事業計画の進捗状況をご紹介いたします。会員の皆様におかれましては、私を始め現執行部に対するご意見、ご要望をお聞

かせ願い、当協会の本分を着実に遂行できるよう、これからもご支援・ご協力をお願いするところであります。 

 

1）機関誌・広報の電子化に向けた検討について 

 当協会の支出項目において、その大きなウエイトを占めているのは、機関誌「実験動物技術」と「広報」の印刷費と郵送費であり

ます。財政の健全化を考えた場合、機関誌・広報の電子化は、優先度の高い必須項目であります。現在は、バックナンバーを含めた

機関誌・広報の電子化の検討を行っており、第55回岐阜大会（総会）において会員の皆様に認めていただけたなら、すぐにでも着手

したい案件です。機関誌・広報は、当協会のホームページからアクセスして会員の皆様にダウンロードしてもらうことを考えていま

す。 

 

2）郵送物のメルマガ配信について 

  上述したように、会員宛の郵送物は郵送費がかかります。郵送物を最小限にして支出削減を目指す目的で、会員宛のメルマガ配信

を検討しています。現在は、各支部より会員のメールアドレス取得が終了し、本年 6 月までにはメルマガ配信ができるように準備し

ています。メールアドレスをお持ちで無い会員には郵送で案内をさせていただきますが、できるだけ早期にメルマガに全面移行して

行きたいと考えております。会員の皆様のご協力があって始めて達成する案件でありますので、何卒、ご理解・ご協力の程を宜しく

お願いいたします。 

 

3）協会ホームページの充実と委託化について 

  協会ホームページは室田情報部長をはじめ一部の方々の好意により運用されてきました。しかしその負担は大きいため、業務委託

して運用することにいたしました。現在はサーバーの変更等を行っているところであります。ホームページの運用はアドスリー社に

行ってもらうことになります。今後は内容を充実し会員の皆様への情報発信ツールとして大いに利用していきたいと考えています。 

 

4）総会議事案と委任状のホームページを利用した運用について 

 これまで総会議事案は印刷して郵送されたり総会で配布されたりしてきました。協会ホームページの有効利用として、会員の皆様

には総会議事案をホームページ（または専用サイト）からダウンロードしていただき、印刷費と郵送費を削減したいと考えています。

また、通常は会員の皆様に郵送されていた委任状・議決権行使書ハガキも経費がかかっていたことから、それをホームページからダ

ウンロードし、事務局にメール添付で送ってもらうことを考えています。第55回岐阜総会での運用を目標に準備を進めているところ

であります。 

 

5）新たな「賞」の新設について 

  「実験動物福祉奨励賞」は、一般演題の中から特に「実験動物福祉」に関する優れた発表に対して行う表彰でした。しかし、「福祉」

に特化していることから、全ての会員に対する賞の平等性の観点や、対象範囲が狭いなどの理由により、表彰の継続が困難と判断し

ました。そこで、「実験動物福祉奨励賞」を発展的に解消し、賞の経緯や考え方を継続しつつ新たな表彰を設けることとなりました。

全国大会で発表された一般演題全てが対象となり、翌年の全国大会で表彰することになります。名称や規程の整備は、今後 1 年間を

かけて検討して参りますので、会員の皆様には奮って一般演題にエントリーしていただければと願っています。 

 

6）非会員学生の全国大会や機関誌への発表を可能に 

  実技協の活動に関して、学生にもっと興味を持っていただきたいとの理由から、条件はあるものの非会員学生の全国大会での発表
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を可能といたしました。これは一般の非会員の方々にも拡大し、同様に全国大会での発表を可能としました。さらに、機関誌での発

表についても、今後は外国人の投稿を見据えて、非会員が機関誌へ発表することを可能にしています。会員へのメリットを残しつつ、

非会員にも発表の機会を与えることにより、実技協への理解と会員数の増加を目的にしています。第56回全国大会から適用になりま

すので、非会員の方々にも周知いただき、全国大会や機関誌への発表増加を目指して行きたいところです。なお、支部のイベントに

おいては各支部が独自に判断することになりますが、今回のトライアルの結果を参考に、支部においてもこのような試みが広がって

いって貰えればと願うところであります。 

 

7）「全国大会に関する申し合わせ」の充実と今後の活用 

  全国大会は実技協の各支部が主催し、毎年独自の企画で運用されているところであります。しかし、全国大会の準備や運用には、

各支部に共通する項目も多々あります。これまでは、全国大会のノウハウや引き継ぎが不十分なために、無用な経費が支出されてい

たり、多大な労力を費やしたり、非効率的な部分がありました。今回、「全国大会に関する申し合わせ」を整備したことにより、全国

大会の準備や運用において、主催する各支部の省力化が期待されるところであります。 

 

 以上のように、令和 2 年度の事業進捗状況と令和 3 年度に向けた事業方針の概略についてご説明しました。活動が困難な状況下にあ

りますが、少しずつ着実に事業を展開して参りたいと思いますので、今後とも会員の皆様のご支援とご協力を何卒宜しくお願い申し上

げます。 

 

Ⅱ. 事業計画案 

1. 定期学術集会・総会の開催 

  第55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：  東海北陸支部 

会 期  ： 2021年10月14日（金）～15日（土） 

    会 場  ： 岐阜県岐阜市（新型コロナウイルスの影響によりWeb 開催） 

    大会長  ： 千原 猛（四日市看護医療大学） 

 

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（2回）、を予定する。評議員会は総会をWeb開催としたため中止する。 

 

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 2021 Vol.56 No.2   2021年12月発行  

    実験動物技術 2022 Vol.57 No.1   2022年  6月発行 

広報 第45号    2022年  7月発行 

 

4. 顕彰、表彰 

第55回岐阜大会において以下の方々を表彰する。 

  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 
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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41回 研究奨励賞（2022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28回 技術功労賞（第56回総会主管支部が選考する） 

3）第21回 顕彰（2022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12回 実験動物福祉奨励賞（第55回岐阜大会の一般演題から選考する。） 

5）第25回業界アワード（第55回岐阜大会における一般演題から各関連団体が選考する） 

 

6. 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出する。 

 

7. 部局・委員会活動 

  以下の部局および委員会を設置し、それぞれの目的に応じた活動をする。 

1）事務局（事務局長：尾﨑順子） 

 ・総務・庶務・財務的事務処理を各部局・委員会と連携して管理する。 

・会員名簿の管理に関する業務を行う。 

・各種会議を調整し議事録を作成する。 

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する。 

・予算案を作成する。 

・財務に関する規程，内規等を整備する． 

3）企画調整部（企画調整部長：日野千紘） 

・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。 

・当協会定款規程類について精査を行う。 

4）情報部（情報部長：室田宏之） 

 ・協会本部HPの運営の外部委託化後の連絡体制を整備する。 

 ・協会本部HPでの広告収入方法について検討する。 

 ・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う。 

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日発行予定） 

・投稿論文の審査：随時（前年度より継続審査中の1件を含む） 

6）実験動物福祉部（実験動物福祉部長：野口和浩） 

・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」・「動物実験の倫理的適正化」 

  に向けた取組みを推進する。 

      ・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情報収集を行い、分析および情報提供を行う。 

   ・実験動物福祉に関する学術的研究を推進する。 

① 岐阜大会で「Well-beingひろば」を開催する。開催にあたり，実技協会員ならびに岐阜大会事前登録者へのご相談窓口用 

メーリングリストのアドレスを送付する。 

② 実技協本部共催企画 サテライトセミナー『「何ならできる？動物福祉」―現場からの共有―』を開催する。 

③ 熊本大会における「Well-beingひろば」において実施したイベント内容のフィードバックを岐阜大会において口頭発表と

して行う。 

・動物愛護管理法など実験動物福祉に関する法令や指針等に関する情報収集を行う 

・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う。 

7）広報編集委員会（広報編集委員長：野口和浩） 

・広報誌No.45の発行にむけて、本誌の企画・立案を行う。 

・本誌の発行のために、各部局と連携して実験動物関連の情報収集を行う。 

8）表彰委員会（表彰委員長：高橋智輝） 
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   ・各表彰の取り纏めを行う。 

   ・表彰関係の規程等を整備する。 

9）選挙管理委員会（選挙管理委員長：尾﨑順子） 

   ・理事長候補者選挙を行う。 

 

8. 関連学協会等との連携 

  以下の団体活動に積極的に参画し活動に協力する。 

1）日本実験動物学会 

2）日本実験動物協会 

3）ICLASモニタリングセンター運営会議 

4）実験動物関連団体円卓会議 

5）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：室田宏之） 

   ①講演会・講習会 

    ・勉強会、期日：2022年2月（予定） 

    ・特別講演会、期日：2021年6月（予定） 

   ②支部総会 

    ・第47回支部総会 期日：2022年6月（予定）、場所：未定 

③役員会 

・適宜オンライン開催  

④その他 

    ・北海道支部会報の発行 

     発行日：2022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7回実験動物技術研究交流大会 

期日：2021年 (未定） 

・第32回東北動物実験研究会 

期日：2021年（未定） 

   ②支部総会 

・令和2年度支部総会 

期日：2022年8月（予定） 

   ③役員会 

・第1回役員会 

期日：2022年8月（予定） 

 

  3）東北支部（支部長：石橋 崇） 

   ①講演会・講習会 

・特別講演会 

講師：井上吉浩先生、期日：2021年9月4日、場所：Web開催、 

・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4月9日（予定）、場所：Web開催 

   ②支部総会 
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・令和3年度支部総会 

期日：2022年8月頃（予定）、場所：未定 

   ③役員会 

・年2回開催、場所：未定 

 

  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419回本部共催 

講師：根津義和 指導員：久保田明衣  

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） 

・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） 

・ＲＥＧ部会 講演会など（関東支部ホームページ参照） 

期日：2021年11月～2022年1月、場所：例年は関東近辺 

・中動物部会 第35回サル講演会 野生環境における霊長類の食物選択に関する話題提供を企画検討中 

講師：調整中（関東支部ホームページ参照） 

期日：2022年1月22日、場所：Zoomによるオンライン 

・実験動物福祉部会第7回部会（勉強会） 

講師：加隈良枝 

期日：2021年4月24日、場所：ZOOMによるWebセミナー 

参加者：会員33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、田代瑞穂 

期日：2021年9月11日、場所：ZOOMによるWebセミナー 

・第47回関東支部懇話会「技術者のスキルアップ」 

講師：調整中（関東支部ホームページ参照） 

期日・場所：令和3年度関東支部総会と同日程・同会場 

②支部総会 

・令和3年度関東支部総会 

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）  

   ③役員会 

・令和3年度 第1回幹事会、期日：2021年4月3日、場所：㈱夏目製作所（東京都文京区） 

（ZOOMによるオンライン含む） 

・令和3年度 第2回幹事会、期日：2021年6月5日、場所：㈱夏目製作所（東京都文京区） 

（ZOOMによるオンライン含む） 

・令和3年度 第3回幹事会、期日：2021年8月7日、場所：㈱夏目製作所（東京都文京区） 

（ZOOMによるオンライン含む） 

・令和3年度 第4回幹事会、期日：2021年10月2日、場所：㈱夏目製作所（東京都文京区） 

（ZOOMによるオンライン含む） 

・令和3年度 第5回幹事会、期日：2021年12月11日、場所：㈱夏目製作所（東京都文京区） 

（ZOOMによるオンライン含む） 

・令和3年度 第6回幹事会、期日：2022年2月5日、場所：㈱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196号 発行日：2021年4月 

第197号 発行日：2021年7月 
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第198号 発行日：2021年10月 

第199号 発行日：2022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） 

・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：2021年11月上旬、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16回技術交流会 

期日：2022年2月上旬（予定）、場所：未定 

・第6回春期大会 

期日：2022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14回） 

期日：2022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3年度支部総会 

期日：2022匹年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「パンデミックを知り、備える（仮題）」 

講師：岡本徹先生、堀江真行先生、磯野協一先生 

期日：2021年9月10日予定、場所：オンライン 

・第76回実験動物学習会（オンデマンド形式） 

期日：2021年9月21日～11月19日予定、場所：オンライン 

・第12回マウス・ラット上級技術講習会 

期日：未定、場所：オンライン 

   ②支部総会 

・2021年度支部総会 

期日：2022年予定、場所：オンラインまたは神戸市内、大阪府、京都府付近で設定 

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：2021年8月7日・8日、場所：熊本保健科学大学 

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:4名、非会員:8 名（研修会後、1名入会） 

内訳：Web参加者:5名(福岡在住あるいは新型コロナワクチン未接種の方) 現地参加者 :7名 
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・第1回九州地区実験動物学習会（大会名称は仮名） 

 期日：2022年4月中旬予定、場所：Web開催 

   ②支部総会 

・ 第44回支部総会（書面開催） 

・ 第41回研究発表会 

  期日：2021年11月14日、場所：Web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（予定）、期日：2021年11月12日、場所：Web開催 

・第2回役員会（予定）、期日：2021年 1月15日、場所：Web開催 

    ・第3回役員会（予定）、期日：2022年 3月12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：2022年3月（予定） 

    ・九州支部ニュースの発行 発行日：2022年3月（予定）、2022年5月（予定） 
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【第 5号議案】 

令和３年度（法人第 6期）予算案 
（2021年9月1日～2022年8月31日）                （単位:円） 
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【第 6号議案】 

定款の改正案（特別決議案件） 
 

定款の改正案について、1 年間にわたって当協会の専属弁護士と相談しながら改正案を検討して参りましたので、以下にお示しします。

左が現行定款、右が改正案となっており、備考には改正の説明を記載しました。文言の修正箇所は、強調文字と下線で示しておりま

す。 

  主な改正ポイントは以下に示す通りです。 

    ・事務局の住所移転に伴い、事務局の所在地を変更しました。 

・総会の議決は、普通議決案件と特別議決案件に別れますが、これまでは両者とも社員の1/2以上の出席で総会が成立しました

が、普通議決案件のみ社員の1/3以上の出席で総会が成立するように変更しました。議決の定数は改正前と同様です。 

・社員総会の議決を書面のみから、電磁的方法も可能なように変更しました。 

・支部には、支部長と支部長理事がおりますので、どちらを指すのか明確にしました。 

・その他、所要の変更を行いました。 

 

一般社団法人日本実験動物技術者協会定款 

（現行） 

一般社団法人日本実験動物技術者協会定款 

（改正案） 

備考 

 

第１章  総 則 

（名称） 

第１条 当法人は、一般社団法人日本実験動物技術者

協会と称する。 

２ 英文名は、Japanese Association for Experimental 

Animal Technologists と表記する。 

（事務所） 

第２条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置

く。 

 

第２章  目的及び事業 

（目的） 

第３条 当法人は、実験動物技術に関わる実験動物

学・生物学・医学・薬学等の学術的発展及び社会貢献

に寄与するため、知識の習得・技術の研鑽をもって、

実験動物技術者の資質の向上を図る。 

 

（事業） 

第４条 当法人は、前条の目的を達成するために次の

事業を行う。 

（１）会員相互における知識及び技術の交流 

（２）実験動物技術者の育成のための事業 

（３）講演及び講習会の開催 

（４）会誌その他出版物の発行 

（５）関連機関との交流及び情報交換・資料の収集 

（６）その他前条目的を達成するため必要な一切の事

業  

 

第３章 会員 

（会員） 

第５条 当法人における会員の種別は、以下の通りと

第１章  総 則 

（名称） 

第１条 当法人は、一般社団法人日本実験動物技術者

協会と称する。 

２ 英文名は、Japanese Association for Experimental 

Animal Technologists と表記する。 

（事務所） 

第２条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置

く。 

 

第２章  目的及び事業 

（目的） 

第３条 当法人は、実験動物技術に関わる実験動物

学・生物学・医学・薬学等の学術的発展及び社会貢献

に寄与するため、知識の習得・技術の研鑽をもって、

実験動物技術者の資質の向上を図る。 

 

（事業） 

第４条 当法人は、前条の目的を達成するために次の

事業を行う。 

（１）会員相互における知識及び技術の交流 

（２）実験動物技術者の育成のための事業 

（３）講演及び講習会の開催 

（４）会誌その他出版物の発行 

（５）関連機関との交流及び情報交換・資料の収集 

（６）その他前条目的を達成するため必要な一切の事

業  

 

第３章 会員 

（会員） 

第５条 当法人における会員の種別は、以下の通りと

 

 

 

 

 

 

 

住所変更に伴い「新

宿区」に修正 
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する。会費は、別に定める規程によるものとする。 

（１）個人会員  実験動物ならびに動物実験に関わ

る業務等に従事する者で、当法人の目的に賛同し、会

費を納入した個人 

（２）賛助会員  当法人の目的に賛同した個人又は

法人・団体 

２ 前項の会員のうち、個人会員をもって「一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律」（以下「法人法」

という。）上の社員とする。 

（入会）  

第６条 当法人に個人会員として入会を希望する者

は、入会申込書に必要事項を記載し当法人事務局に提

出し、当法人の理事会の承認を受けなければならない。

当法人の理事会の承認があった場合には、入会金及び

当該年度の会費を当法人事務局に納入して、入会が認

められるものとする。 

２ 当法人に賛助会員として入会を希望する個人又は

法人・団体は、入会申込書に必要事項を記載し当法人

事務局に提出し、当法人の理事会の承認を受けなけれ

ばならない。当法人の理事会の承認があった場合には、

当該年度の賛助会費を当法人事務局に納入して、入会

が認められるものとする。 

（退会） 

第７条 退会を希望する会員は、当法人事務局に退会

届を提出しなければならない。 

２ 個人会員は、次の場合には退会したものとみなす。 

（１）１年以上会費未納で催促に応じない場合 

（２）死亡、会員本人の成年後見及び保佐開始の審判

があった場合 

３ 賛助会員は、次の場合には退会したものとみなす。 

（１）個人の賛助会員は、死亡、会員本人の成年後見

及び保佐開始の審判があった場合 

（２）法人の賛助会員は、法人又は団体の消滅、解散、

破産及びそれに準ずる事由があった場合 

（除名） 

第８条 会員が当法人の目的に反する行為があったと

き、当法人の名誉を著しく損なう行為をしたときにつ

いては、社員総会の決議により除名することができる。 

（会費） 

第９条 会費は会員の種類により、個人会費と賛助会

費に分ける。 

２ 個人会員は、所定の会費を毎事業年度末までに納

めなければならない。 

３ 入会金及び会費は社員総会の定めるところによ

る。 

４ 賛助会費は口数による。 

５ 既納の会費は、理由の如何にかかわらずこれを返

還しない。 

する。会費は、別に定める規程によるものとする。 

（１）個人会員  実験動物ならびに動物実験に関わ

る業務等に従事する者で、当法人の目的に賛同し、会

費を納入した個人 

（２）賛助会員  当法人の目的に賛同した個人又は

法人・団体 

２ 前項の会員のうち、個人会員をもって「一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律」（以下「法人法」

という。）上の社員とする。 

（入会）  

第６条 当法人に個人会員として入会を希望する者

は、入会申込書に必要事項を記載し当法人事務局に提

出し、当法人の理事会の承認を受けなければならない。

当法人の理事会の承認があった場合には、入会金及び

当該年度の会費を当法人事務局に納入して、入会が認

められるものとする。 

２ 当法人に賛助会員として入会を希望する個人又は

法人・団体は、入会申込書に必要事項を記載し当法人

事務局に提出し、当法人の理事会の承認を受けなけれ

ばならない。当法人の理事会の承認があった場合には、

当該年度の賛助会費を当法人事務局に納入して、入会

が認められるものとする。 

（退会） 

第７条 退会を希望する会員は、当法人事務局に退会

届を提出しなければならない。 

２ 個人会員は、次の場合には退会したものとみなす。 

（１）１年以上会費未納で催促に応じない場合 

（２）死亡、会員本人の成年後見及び保佐開始の審判

があった場合 

３ 賛助会員は、次の場合には退会したものとみなす。 

（１）個人の賛助会員は、死亡、会員本人の成年後見

及び保佐開始の審判があった場合 

（２）法人の賛助会員は、法人又は団体の消滅、解散、

破産及びそれに準ずる事由があった場合 

（除名） 

第８条 会員が当法人の目的に反する行為があったと

き、当法人の名誉を著しく損なう行為をしたときにつ

いては、社員総会の決議により除名することができる。 

（会費） 

第９条 会費は会員の種類により、個人会費と賛助会

費に分ける。 

２ 個人会員は、所定の会費を毎事業年度末までに納

めなければならない。 

３ 入会金及び会費は社員総会の定めるところによ

る。 

４ 賛助会費は口数による。 

５ 既納の会費は、理由の如何にかかわらずこれを返

還しない。 
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（個人会員の権利） 

第１０条 個人会員は次の権利を行使することができ

る。 

（１）定款の閲覧（法人法第１４条第２項） 

（２）社員名簿の閲覧等（法人法第３２条第２項） 

（３）社員総会の議事録の閲覧等（法人法第５７条第

４項） 

（４）社員の代理権証明書書面等の閲覧等（法人法第

５０条第６項） 

（５）議決権行使書面の閲覧等（法人法第５１条第４

項及び第５２条第５項） 

（６）計算書類等の閲覧等（法人法第１２９条第３項） 

（７）清算法人の貸借対照表等の閲覧等（法人法第２

２９条第２項） 

（８）合併契約等の閲覧等（法人法第２４６条第３項、

第２５０条第３項及び第２５６条第３項） 

 

第４章 社員総会 

（構成） 

第１１条 社員総会は、個人会員をもって構成する。 

２ 前項の社員総会をもって法人法上の社員総会とす

る。 

（開催） 

第１２条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総

会とする。 

２ 定時社員総会は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に

開催する。 

３ 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する

場合に開催することができる。 

（１）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

（２）総会員の議決権の５分の１以上の議決権を有す

る社員から会議の目的を記載した書面により招集の請

求があったとき。 

（招集） 

第１３条 社員総会は、当法人の運営規程に基づき、

理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第３項の規定による請求があった

ときは、その日から３０日以内に臨時社員総会を招集

しなければならない。 

３ 社員総会を招集するときは、社員総会の１週間前

までに社員に通知しなければならない。但し、書面表

決又は電磁的方法による書面表決を行う場合は、社員

総会の２週間前までに社員に通知しなければならな

い。 

（権限） 

第１４条 社員総会は、次の事項について決議する。   

（１）事業計画、予算の承認 

（２）理事及び監事の選任又は解任 

（個人会員の権利） 

第１０条 個人会員は次の権利を行使することができ

る。 

（１）定款の閲覧（法人法第１４条第２項） 

（２）社員名簿の閲覧等（法人法第３２条第２項） 

（３）社員総会の議事録の閲覧等（法人法第５７条第

４項） 

（４）社員の代理権証明書書面等の閲覧等（法人法第

５０条第６項） 

（５）議決権行使書面の閲覧等（法人法第５１条第４

項及び第５２条第５項） 

（６）計算書類等の閲覧等（法人法第１２９条第３項） 

（７）清算法人の貸借対照表等の閲覧等（法人法第２

２９条第２項） 

（８）合併契約等の閲覧等（法人法第２４６条第３項、

第２５０条第３項及び第２５６条第３項） 

 

第４章 社員総会 

（構成） 

第１１条 社員総会は、個人会員をもって構成する。 

２ 前項の社員総会をもって法人法上の社員総会とす

る。 

（開催） 

第１２条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総

会とする。 

２ 定時社員総会は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に

開催する。 

３ 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する

場合に開催することができる。 

（１）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

（２）議決権を有する社員の５分の１以上から会議の

目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 

 

（招集） 

第１３条 社員総会は、当法人の運営規程に基づき、

理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第３項の規定による請求があった

ときは、その日から３０日以内に臨時社員総会を招集

しなければならない。 

３ 社員総会を招集するときは、社員総会の１週間前

までに社員に通知しなければならない。但し、書面表

決又は電磁的方法による書面表決を行う場合は、社員

総会の２週間前までに社員に通知しなければならな

い。 

（権限） 

第１４条 社員総会は、次の事項について決議する。   

（１）事業計画、予算の承認 

（２）理事及び監事の選任又は解任 
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（３）定款の変更 

（４）支部の設置、変更 

（５）事業の全部又は一部の譲渡 

（６）解散及び残余財産の帰属の決定 

（７）会員の除名 

（８）その他社員総会で決議するものとして法令又は

この定款で定められた事項 

２ 社員総会の議事の要項及び決議事項は、社員に通

知又は公示する。 

（議長） 

第１５条 社員総会の議長は、社員総会に出席してい

る社員から選出する。 

（議決権） 

第１６条 社員総会における議決権は、社員１名につ

き１個とする。 

（決議） 

第１７条 社員総会は総社員の過半数以上で成立し、

出席した社員の議決権の過半数にあたる多数をもって

行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、以下の決議については、

社員の過半数以上が出席した社員総会において、その

３分の２をもってこれを決する。 

（１）定款の変更 

 

（２）合併、事業の全部又は一部の譲渡 

 

（３）会員の除名 

 

（４）理事・監事の選任・解任 

 

（５）解散及び残余財産の帰属の決定 

 

（６）その他法令で定められた事項 

３ 社員は、委任状その他代理権を証明する書面を理

事長に提出して、他の社員である代理人によってその

議決権を行使することができる。 

４ 理事会において社員総会に出席しない社員が書面

で議決権を行使することができることを定めたとき

は、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書を

もって議決権を行使することができる。 

 

 

 

（議事録） 

第１８条 社員総会の議事については、法令で定める

ところにより、議事録を作成する。 

２ 議長は、前項の議事録に記名押印する。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、事務所に

（３）定款の変更 

（４）支部の設置、変更 

（５）事業の全部又は一部の譲渡 

（６）解散及び残余財産の帰属の決定 

（７）会員の除名 

（８）その他社員総会で決議するものとして法令又は

この定款で定められた事項 

２ 社員総会の議事の要項及び決議事項は、社員に通

知又は公示する。 

（議長） 

第１５条 社員総会の議長は、社員総会に出席してい

る社員から選出する。 

（議決権） 

第１６条 社員総会における議決権は、社員１名につ

き１個とする。 

（決議） 

第１７条 社員総会は総社員の３分の１以上で成立

し、出席した社員の議決権の過半数にあたる多数をも

って行う（普通決議）。 

２ 前項の規定にかかわらず、以下の決議については、

社員の過半数以上が出席した社員総会において、その

３分の２をもってこれを決する（特別決議）。 

（１）定款の変更（（法人法４９条２項４号、同法１４

６条）） 

（２）合併、事業の全部又は一部の譲渡（法人法４９

条２項５号、同法１４７条） 

（３）会員の除名（法人法４９条２項１号、同法３０

条１項） 

（４）監事の解任（法人法４９条２項２号、同法７０

条１項） 

（５）解散及び残余財産の帰属の決定（法人法４９条

２項６号、同法１５０条） 

（６）その他法令で定められた事項 

３ 社員は、委任状その他代理権を証明する書面を理

事長に提出して、他の社員である代理人によってその

議決権を行使することができる。 

４ 理事会において社員総会に出席しない社員が書面

で議決権を行使することができることを定めたとき

は、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書を

もって議決権を行使することができる。 

５ 前項３及び４は、あらかじめ通知された事項につ

いて書面または電磁的方法により行使できるものと

し、その社員は社員総会に出席したものとみなす。 

（議事録） 

第１８条 社員総会の議事については、法令で定める

ところにより、議事録を作成する。 

２ 議長は、前項の議事録に記名押印する。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、事務所に
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１０年間備え置かなければならない。第１７条第３項

に規定する委任状その他の代理権を証明する書面及び

第１７条第４項に規定する議決権行使書についても同

様とする。 

 

第５章 理事・監事 

（理事・監事の設置） 

第１９条 当法人には次の理事・監事を置く。 

（１）理事長（代表理事） １名 

（２）副理事長   １名以上２名以内 

（３）支部長    ２名以上（支部の総数に準ずる） 

 

 

 

（４）部局長    ２名以上（部局の総数に準ずる） 

 

 

（５）監事     ２名 

 

２ 当法人の理事は、理事長、副理事長、支部長及び

部局長とする。 

 

 

（理事・監事の選任） 

第２０条 理事・監事は、社員総会の決議によって個

人会員の中から選任する。 

（理事長の権限） 

第２１条 理事長（代表理事）はこの法人を代表し、

その業務を執行し､会務を総括する。 

（副理事長の権限） 

第２２条 副理事長は理事長を補佐し、当法人の業務

を執行する。また理事長に事故があったときは、必要

があれば新理事長が選任されるまで理事長があらかじ

め指名した順序によって副理事長がその職務を代行す

る。 

（支部長の権限） 

第２３条 支部長は、理事会を構成し、当法人の運営

における重要事項を審議し、法令及びこの定款に定め

るところにより職務を執行する。 

 

 

 

（部局長の権限） 

第２４条 各部局長は、部局を主催し、当法人の日常

業務を行うとともに、各々の部局の審議事項を検討し、

理事会での審議を依頼する。 

（監事の権限） 

第２５条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で

１０年間備え置かなければならない。第１７条第３項

に規定する委任状その他の代理権を証明する書面及び

第１７条第４項に規定する議決権行使書についても同

様とする。 

 

第５章 理事・監事 

（理事・監事の設置） 

第１９条 当法人には次の理事・監事を置く。 

（１）理事長（代表理事） １名 

（２）副理事長   １名以上２名以内 

（３）支部長理事  ２名以上（1 支部につき 1 名と

する） 

 

 

（４）部局長理事  ２名以上（1 部局につき 1 名と

し支部長理事との併任を妨げない） 

 

（５）監事     ２名 

 

２ 当法人の理事は、理事長、副理事長、支部長理事

及び部局長理事とする。 

 

 

（理事・監事の選任） 

第２０条 理事・監事は、社員総会の決議によって個

人会員の中から選任する。 

（理事長の権限） 

第２１条 理事長（代表理事）はこの法人を代表し、

その業務を執行し､会務を総括する。 

（副理事長の権限） 

第２２条 副理事長は理事長を補佐し、当法人の業務

を執行する。また理事長に事故があったときは、必要

があれば新理事長が選任されるまで理事長があらかじ

め指名した順序によって副理事長がその職務を代行す

る。 

（支部長理事の権限） 

第２３条 支部長理事は、理事会を構成し、当法人の

運営における重要事項を審議し、法令及びこの定款に

定めるところにより職務を執行する。 

 

 

 

（部局長理事の権限） 

第２４条 部局長理事は、部局を主催し、当法人の日

常業務を行うとともに、各々の部局の審議事項を検討

し、理事会での審議を依頼する。 

（監事の権限） 

第２５条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で
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定めるところにより、監査報告を作成する。 

２ 監事はいつでも、理事及び事務局に対して事業の

報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査する

ことができる。 

３ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めると

きは、意見を述べなければならない。 

（任期） 

第２６条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員

総会の終結のときまでとする。但し、再任を妨げない。 

２ 理事・監事の員数を欠く場合は、新たに選出を行

う。補欠の理事・監事の任期は、任期満了前に退任し

た理事・監事の任期の満了時までとする。 

３ 理事又は監事が第１９条に定める定数に足りなく

なるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は

監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利

義務を有する。 

（損害賠償責任の免除） 

第２７条 当法人は法人法第１１４条第１項の規定に

より、任務を怠ったことによる理事又は監事（理事又

は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限

度において理事会の決議によって免除することができ

る。 

 

第６章 理事会 

（理事会の設置） 

第２８条 当法人には理事会を置く。 

２ 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

３ 理事外の者に対して、理事会が許可すれば出席で

きる。 

（権限） 

第２９条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）当法人の運営及び業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）社員総会に付議する事項 

（４）理事長（代表理事）、副理事長の選定及び解職 

（５）事業報告及び収支決算、計算書類等の承認 

（６）事業計画及び収支予算の承認 

（７）部局員・委員の監督・解職 

（８）当法人への入会承認 

（９）その他法律によって理事会決議事項と定められ

ている事項 

（開催・招集） 

第３０条 理事会は毎事業年度に４ヶ月を超える間隔

で２回以上開催する。 

２ 理事会は理事長が必要と認めたとき、又は全理事

の３分の２以上の要求がある場合に理事長が招集す

定めるところにより、監査報告を作成する。 

２ 監事はいつでも、理事及び事務局に対して事業の

報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査する

ことができる。 

３ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めると

きは、意見を述べなければならない。 

（任期） 

第２６条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員

総会の終結のときまでとする。但し、再任を妨げない。 

２ 理事・監事の員数を欠く場合は、新たに選出を行

う。補欠の理事・監事の任期は、任期満了前に退任し

た理事・監事の任期の満了時までとする。 

３ 理事又は監事が第１９条に定める定数に足りなく

なるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は

監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利

義務を有する。 

（損害賠償責任の免除） 

第２７条 当法人は法人法第１１４条第１項の規定に

より、任務を怠ったことによる理事又は監事（理事又

は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限

度において理事会の決議によって免除することができ

る。 

 

第６章 理事会 

（理事会の設置） 

第２８条 当法人には理事会を置く。 

２ 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

３ 理事外の者に対して、理事会が許可すれば出席で

きる。 

（権限） 

第２９条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）当法人の運営及び業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）社員総会に付議する事項 

（４）理事長（代表理事）、副理事長の選定及び解職 

（５）事業報告及び収支決算、計算書類等の承認 

（６）事業計画及び収支予算の承認 

（７）部局員・委員の監督・解職 

（８）当法人への入会承認 

（９）その他法律によって理事会決議事項と定められ

ている事項 

（開催・招集） 

第３０条 理事会は毎事業年度に４ヶ月を超える間隔

で２回以上開催する。 

２ 前項にかかわらず、理事会は理事長が必要と認め

たとき、又は全理事の３分の２以上の要求がある場合
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文言「前項にかかわ

らず、」の追加 
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る。 

３ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるとき

は、副理事長が理事会を招集する。 

４ 理事会の招集は、会議の１週間以前に書面又は電

磁的方法により通知を発送しなければならない。 

５ 理事長は、理事に、理事会の目的である事項を示

して、理事会の招集を請求された場合には、その請求

のあった日から２週間以内にこれを招集しなければな

らない。 

６ 理事会の事務連絡は事務局長が行う。 

（議長） 

第３１条 理事会の議長は理事長とする。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるとき

は、副理事長が理事会の議長となる。 

（決議等） 

第３２条 理事会の決議は、決議について特別利害関

係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過

半数をもってこれを決する。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的で

ある事項について提案した場合において、理事の全員

が当該提案について書面により同意の意思表示をした

ときは、その提案を可決する理事会の決議があったも

のとみなす。但し、監事がその提案に異議を述べたと

きはこの限りでない。 

（議事録） 

第３３条 理事会の議事については、法令で定めると

ころにより、議事録を作成する。 

２ 議長は、前項の議事録に記名押印する。但し、理

事長の選定を行う理事会については、他の出席した理

事も記名押印する。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、事務所に

１０年間備え置かなければならない。前条第２項の規

定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記

載した書面についても同様とする。 

（臨時理事会） 

第３４条 理事長は必要に応じて臨時理事会を開催す

ることができる。 

２ 招集について第３０条に従うものとする。 

３ 臨時理事会の事務連絡は事務局長が行う。 

（理事会規程） 

第３５条 理事会に関する事項は、法令及びこの定款

に定めるもののほか、理事会において定める規程によ

る。 

 

第７章 部局・委員会 

（部局） 

第３６条 当法人は次の部局を置く。 

（１）事務局 

に理事長が招集する。 

３ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるとき

は、副理事長が理事会を招集する。 

４ 理事会の招集は、会議の１週間以前に書面又は電

磁的方法により通知を発送しなければならない。 

５ 理事長は、理事に、理事会の目的である事項を示

して、理事会の招集を請求された場合には、その請求

のあった日から２週間以内にこれを招集しなければな

らない。 

６ 理事会の事務連絡は事務局長が行う。 

（議長） 

第３１条 理事会の議長は理事長とする。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるとき

は、副理事長が理事会の議長となる。 

（決議等） 

第３２条 理事会の決議は、決議について特別利害関

係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過

半数をもってこれを決する。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的で

ある事項について提案した場合において、理事の全員

が当該提案について書面または電磁的方法により同意

の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会

の決議があったものとみなす。但し、監事がその提案

に異議を述べたときはこの限りでない。 

（議事録） 

第３３条 理事会の議事については、法令で定めると

ころにより、議事録を作成する。 

２ 議長は、前項の議事録に記名押印する。但し、理

事長の選定を行う理事会については、他の出席した理

事も記名押印する。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、事務所に

１０年間備え置かなければならない。前条第２項の規

定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記

載した書面についても同様とする。 

（臨時理事会） 

第３４条 理事長は必要に応じて臨時理事会を開催す

ることができる。 

２ 招集について第３０条に従うものとする。 

３ 臨時理事会の事務連絡は事務局長が行う。 

（理事会規程） 

第３５条 理事会に関する事項は、法令及びこの定款

に定めるもののほか、理事会において定める規程によ

る。 

 

第７章 部局・委員会 

（部局） 

第３６条 当法人は次の部局を置く。 

（１）事務局 
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（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 

（７）その他、理事会が必要と認めたもの 

２ 部局の活動・内容については、別途理事会で定め

る運営規程に従う。 

（委員会） 

第３７条 理事長は、特に専門的な事項を審議する機

関として、委員会を設けることができる。 

２ 委員会の委員には過半数を超えない限り、個人会

員以外の者を委員とすることができる。 

（委員長） 

第３８条 委員会の委員長は、理事長が個人会員の中

から選出し、理事会の承認を受ける。 

（招集・出席） 

第３９条 各部局会、委員会は必要に応じ、その長が

招集する。 

２ 理事・監事は各部局会や委員会に出席し、意見を

述べることができる。 

 

第８章 支部 

（設置） 

第４０条 当法人の事業を行うために支部を置く。 

２ 支部の設置は社員総会の決議による。 

（支部規約） 

第４１条 支部内において支部規約を定めることがで

きる。但し、当法人の定款に反してはならない。 

（支部事務局） 

第４２条 各支部には支部事務局を置くことができ

る。 

（支部役員） 

第４３条 支部には、支部長、副支部長、支部監事等

必要な役員を置く。 

（支部員） 

第４４条 個人会員は、原則として会員が所属する職

場の住所地にある支部に属する。 

 

第９章 資産及び会計 

（事業年度） 

第４５条 当法人の事業年度は、毎年９月１日に始ま

り翌年８月３１日に終わる。 

（資産） 

第４６条 当法人の資産は、次の通りとする。 

（１）会費（個人会費と賛助会費） 

（２）事業賛助金 

（３）寄付金品 

（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 

（７）その他、理事会が必要と認めたもの 

２ 部局の活動・内容については、別途理事会で定め

る運営規程に従う。 

（委員会） 

第３７条 理事長は、特に専門的な事項を審議する機

関として、委員会を設けることができる。 

２ 委員会の委員には過半数を超えない限り、個人会

員以外の者を委員とすることができる。 

（委員長） 

第３８条 委員会の委員長は、理事長が個人会員の中

から選出し、理事会の承認を受ける。 

（招集・出席） 

第３９条 各部局会、委員会は必要に応じ、その長が

招集する。 

２ 理事・監事は各部局会や委員会に出席し、意見を

述べることができる。 

 

第８章 支部 

（設置） 

第４０条 当法人の事業を行うために支部を置く。 

２ 支部の設置は社員総会の決議による。 

（支部規約） 

第４１条 支部内において支部規約を定めることがで

きる。但し、当法人の定款に反してはならない。 

（支部事務局） 

第４２条 各支部には支部事務局を置くことができ

る。 

（支部役員） 

第４３条 支部には、支部長、副支部長、支部監事等

必要な役員を置く。 

（支部員） 

第４４条 個人会員は、原則として会員が所属する職

場の住所地にある支部に属する。 

 

第９章 資産及び会計 

（事業年度） 

第４５条 当法人の事業年度は、毎年９月１日に始ま

り翌年８月３１日に終わる。 

（資産） 

第４６条 当法人の資産は、次の通りとする。 

（１）会費（個人会費と賛助会費） 

（２）事業賛助金 

（３）寄付金品 
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（４）事業から生ずる収入 

（５）資産から生ずる収入 

（６）その他の収入 

（資産管理） 

第４７条 当法人の資産の管理は、理事会の議決を経

て、理事長が行う。 

（会計） 

第４８条 当法人の経費は、会費・寄付金その他の収

入をもってこれにあてる。 

（事業計画及び収支予算） 

第４９条 当法人の事業計画書、収支予算書について

は、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、

理事会の承認を得た上で定時社員総会において報告す

るものとする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に当該事業

年度が終了するまでの間備え置くものとする。 

（事業報告及び決算） 

第５０条 当法人の事業報告及び決算については、毎

事業年度終了後、理事長が事業報告書、会員移動状況

書及び計算書類並びにこれらの附属明細書（以下「計

算書類等」という。）を作成し、監事の監査を受け、理

事会の承認を得た上で定時社員総会において報告する

ものとする。 

２ 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、

公告しなければならない。 

（剰余金） 

第５１条 当法人は、剰余金の分配を行うことができ

ない。 

 

第１０章 定款の変更、合併及び解散等 

（定款の変更） 

第５２条 この定款は社員総会の決議によって変更す

ることができる。社員総会の決議は総社員の過半数以

上が出席し、その３分の２をもってこれを決する。 

（合併等） 

第５３条 社員総会の決議によって他の法人法上の法

人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることが

できる。社員総会の決議は総社員の過半数以上が出席

し、その３分の２をもってこれを決する。 

（解散） 

第５４条 当法人は法人法に定められた事由によるほ

か、社員総会の決議によって解散することができる。

社員総会の決議は総社員の過半数以上が出席し、その

３分の２をもってこれを決する。 

（残余財産の帰属） 

第５５条 当法人を清算する場合において法人が有す

る残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人の目的

に類似する団体又は国若しくは地方公共団体に贈与す

（４）事業から生ずる収入 

（５）資産から生ずる収入 

（６）その他の収入 

（資産管理） 

第４７条 当法人の資産の管理は、理事会の議決を経

て、理事長が行う。 

（会計） 

第４８条 当法人の経費は、会費・寄付金その他の収

入をもってこれにあてる。 

（事業計画及び収支予算） 

第４９条 当法人の事業計画書、収支予算書について

は、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、

理事会の承認を得た上で定時社員総会において報告す

るものとする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に当該事業

年度が終了するまでの間備え置くものとする。 

（事業報告及び決算） 

第５０条 当法人の事業報告及び決算については、毎

事業年度終了後、理事長が事業報告書、会員移動状況

書及び計算書類並びにこれらの附属明細書（以下「計

算書類等」という。）を作成し、監事の監査を受け、理

事会の承認を得た上で定時社員総会において報告する

ものとする。 

２ 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、

公告しなければならない。 

（剰余金） 

第５１条 当法人は、剰余金の分配を行うことができ

ない。 

 

第１０章 定款の変更、合併及び解散等 

（定款の変更） 

第５２条 この定款は社員総会の決議によって変更す

ることができる。社員総会の決議は総社員の過半数以

上が出席し、その３分の２をもってこれを決する。 

（合併等） 

第５３条 社員総会の決議によって他の法人法上の法

人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることが

できる。社員総会の決議は総社員の過半数以上が出席

し、その３分の２をもってこれを決する。 

（解散） 

第５４条 当法人は法人法に定められた事由によるほ

か、社員総会の決議によって解散することができる。

社員総会の決議は総社員の過半数以上が出席し、その

３分の２をもってこれを決する。 

（残余財産の帰属） 

第５５条 当法人を清算する場合において法人が有す

る残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人の目的

に類似する団体又は国若しくは地方公共団体に贈与す
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るものとする。 

 

第１１章 その他 

（公告の方法） 

第５６条 当法人の公告は、電子公告により行う。 

（事務局） 

 

 

第５７条 当法人の事務は、当分の間外部機関に委嘱

する。 

２ 委嘱する外部機関については、理事会で決定する。 

（名誉会員、顧問） 

第５８条 当法人は社員総会の決議を経て名誉会員、

顧問を置くことができる。 

２ 名誉会員は終身とする。 

３ 顧問は理事長経験者から選任される。 

４ 名誉会員、顧問に関する細則は別に定める。 

（運営必要事項） 

第５９条 この定款に定めるもののほか、当法人の運

営に必要な事項は、理事会により別途定める。 

 

附 則 

１ 第４５条の規定にかかわらず、当法人の最初の事

業年度は、設立の日から平成29年８月３１日までとす

る。 

２ 当法人の設立初年度、次年度の事業計画及び予算

は、第１４条の規定にかかわらず、設立総会の定める

ところによる。なお、これを変更する場合は理事会の

承認で足りる。 

３ 当法人の設立時の役員等は、第１９条の規定にか

かわらず、次のとおりとする。 

 

＜設立時理事の氏名は省略＞ 

 

るものとする。 

 

第１１章 その他 

（公告の方法） 

第５６条 当法人の公告は、電子公告により行う。 

（事務局） 

 

 

第５７条 当法人の事務は、外部機関に委嘱すること

ができる。 

２ 委嘱する外部機関については、理事会で決定する。 

（名誉会員、顧問） 

第５８条 当法人は社員総会の決議を経て名誉会員、

顧問を置くことができる。 

２ 名誉会員は終身とする。 

３ 顧問は理事長経験者から選任される。 

４ 名誉会員、顧問に関する細則は別に定める。 

（運営必要事項） 

第５９条 この定款に定めるもののほか、当法人の運

営に必要な事項は、理事会により別途定める。 

 

附 則 

１ 第４５条の規定にかかわらず、当法人の最初の事

業年度は、設立の日から平成29年８月３１日までとす

る。 

２ 当法人の設立初年度、次年度の事業計画及び予算

は、第１４条の規定にかかわらず、設立総会の定める

ところによる。なお、これを変更する場合は理事会の

承認で足りる。 

３ 当法人の設立時の役員等は、第１９条の規定にか

かわらず、次のとおりとする。 

 

＜設立時理事の氏名・所属は省略＞ 

 

 

 

 

附 則 

 この定款は、令和３年  月   日から施行する。 

 

 

 

 

第56条の「電子公告

により行う。」は修正

せずにそのまま。 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款を HP に掲載す

る場合は、附則の設

立時理事の氏名を省

略して掲載する。 

 

「附則」の追加 

定款の改正が、総会

で承認された場合

に、総会日を記載す

る。 
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その他事項 
報告事項 

 

1. 第56回大会準備状況について 

主管支部： 関東支部 

大 会 長： 江藤 智生（実験動物中央研究所） 

会  期： 2022年10月13日（木）～10月15日（土） 

会  場： キッセイ文化ホール・松本市中央公民館（松本市） 

   

2. 規程類の整備状況 

・理事会規程（令和2年10月24日一部改正）、運営規程（令和3年3月20日一部改正）、部局運営規程（令 和

3年 7月 21日一部改正）、実験動物技術投稿要綱（令和 3月 20日非会員枠の追加）、全国大会に関する申し

合わせ（令和3年1月5日一部改正）を一部改正し、事務局申し合わせ（令和3年3月20日制定）を整備し

た。 

・定款の改正案を第55回総会において提案した。 

 

3.  理事会メール審議について 

  ・令和2年度は7回開催された。 

 

4．第55回定時社員総会について 

  ・第55回定時社員総会は「書面決議」にて2021年10月15日（金）に開催し、総会議事案は協会ホームペー

ジへ掲載し、議決は「議決権行使書」または「委任状」にて行うこととした。 

 

5．全国大会での発表や機関誌への投稿の非会員（一般・学生）枠について 

  ・全国大会への発表について非会員の学生にも発表の機会が欲しいとの要望や、機関誌への投稿については、

海外からの投稿（非会員・一般）への対応を視野に入れ、非会員（一般・学生）は種々の条件を負荷して、

全国大会での発表と機関誌への投稿が行えるものとした。 

 

6. 「実験動物福祉奨励賞」の今後の方針について 

・第55回岐阜大会以降の実験動物福祉奨励賞ついて「福祉」に特化した表彰を止め、全ての一般演題を選出対象

とする提案が理事会で承認された。第56回松本大会の演題募集から実施し、松本大会で発表された一般演題か

ら新しい賞の選考を行い、松本大会の次の大会よりその表彰をすることが理事会で承認された。 

 

7. 当協会ホームページ管理の業務委託とメルマガ配信等について 

 ・当協会のホームページの管理を業務委託し、会員へより充実した情報を発信する予定である。 

 ・サーバーを変更し、電磁的な方法（メルマガ）を用いた会員への情報発信や、総会の議決権行使等に応用する

ことによって郵送費等の支出削減をする予定である。 

 

8．寄付金について 

・ケー・エー・シー様から多額の寄付を頂き令和2年度予算に計上した。 

 

 

以上 
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【資料１】 

令和３年度 理事・監事（案） 
（任期：2021年総会日～2022年総会日） 

 

 

役員名    氏名               所属 

理事長    伊藤恒賢          山形大学 

副理事長（関東支部長）       江藤智生          実験動物中央研究所 

理事（事務局長、選挙管理委員長）  尾﨑順子          山形大学 

理事（財務部長）   竹原 広          安評センター 

理事（企画調整部長）           日野千紘          旭川医科大学 

理事（情報部長、北海道支部長）   室田宏之          北海道大学 

理事（編集部長、査読委員長）  外丸祐介          広島大学 

理事（実験動物福祉部長、広報編集委員長） 野口和浩           熊本大学 

理事（奥羽支部長、表彰委員長）    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（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     鵜飼 学          慶応大学 

   監事                             志津野博           日本チャールス・リバー株式会社 

 

 

 

 

名誉会員・顧問 

（2021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 
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【資料２】 

部局・委員会 
（任期：2021年総会日～2022年総会日）五十音順 

 

事務局 

事務局長  尾崎順子（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） 

副 局 長  宮下早奈枝（札幌医科大学医学部動物実験施設部） 

局  員  石原すみれ（岡山大学自然生命科学研究支援センター） 

  〃    一戸一晃（公益財団法人環境科学技術研究所総務部技術・安全課） 

  〃    立部 誉（鹿児島大学 研究推進機構研究支援センター動物実験施設） 

  〃    藤澤修平（株式会社夏目製作所営業部） 

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大動物試験室） 

副 部 長  小暮一俊（株式会社日立産機システム） 

部  員  武智眞由美（島根大学研究・学術情報機構総合科学研究支援センター実験動物部門） 

 〃    宮下早奈枝（札幌医科大学医学部動物実験施設部） 

 〃    森川正喜（東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設） 

 〃    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） 

 〃    川辺敏晃（アーク・リソース株式会社） 

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  日野千紘（旭川医科大学） 

副 部 長   栗崎政希（東北医科薬科大 実験動物センター福室キャンパス福室動物室） 

部  員  大羽沙弥佳（日本クレア株式会社業務推進部） 

〃    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実験動物部門）  

〃    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） 

〃    山本直土（長崎大学先導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） 

 

情報部 

部  長  室田宏之（北海道大学遺伝子制御研究所） 

部  員  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） 

〃    小島修樹（東北医科薬科大学実験動物センター） 

〃    矢野愛美（秋田大学バイオサイエンス教育・研究サポートセンター動物実験部門） 

〃    七條宏樹（宮崎大学フロンティア科学実験総合センター） 

事務取扱  三浦由利恵（株式会社アドスリー） 

 

編集部 

部  長  外丸祐介（広島大学自然科学研究支援開発センター生命科学実験部門） 

副 部 長  上條信一（株式会社ライフィル動物施設環境企画室） 

部  員  塚本篤士（麻布大学獣医学部実験動物学研究室） 

〃    信清麻子（広島大学自然科学研究支援開発センター生命科学実験部門） 

〃     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動物実験施設） 

事務取扱   三浦由利恵（株式会社アドスリー） 
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実験動物福祉部 

部  長  野口和浩（熊本大学大学院生命科学研究部生体微細構築学講座） 

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） 

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） 

〃    上條信一（株式会社ライフィル動物施設環境企画室） 

〃    坂本雄二（千寿製薬株式会社総合研究所） 

〃    白濱育美（弘前大学大学院医学研究科付属動物実験施設） 

〃    土屋英明（滋賀医科大学動物生命科学研究センター） 

〃    中野洋子（アステラス製薬株式会社技術本部製剤研究所） 

〃    橋本直子（京都大学霊長類研究所） 

〃    横山継育（株式会社スターラボ） 

〃    若松真矢（株式会社新日本科学） 

事務取扱   三浦由利恵（株式会社アドスリー） 

 

広報編集委員会 

委 員 長  野口和浩（熊本大学大学院生命科学研究部生体微細構築学講座） 

副委員長  中村直子（熊本大学生命資源研究・支援センター） 

委   員  濱口祥恵（株式会社JTクリエイティブサービス） 

〃      柳葉美里（岩手医科大学医歯薬総合研究所） 

事務取扱   三浦由利恵（株式会社アドスリー） 

 

表彰委員会 

委 員 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） 

副委員長  高橋正敏（東北ニュークリア株式会社） 

委   員  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実験動物部門） 

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： 2020年総会日～2022年総会日 45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（任期：2021年総会日から2022年総会日まで） 

選出 

支部 
氏名 所属 

選出 

支部 
氏名 所属 

北
海
道
支
部 

⑸ 

小林 元 北海道医療大学 東
海
北
陸
支
部 

⑸ 

石河秀樹 三重大学 

清水範彦 旭川医科大学 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 京都大学霊長類研究所 

西村浩樹 株式会社ホクドー 羽根田千江美 藤田医科大学 

溝口定之 オリエンタル酵母工業(株) 前田秀之 福井大学 

奥
羽
支
部
⑷ 

小畑孝弘 秋田大学 

関
西
支
部 

⑼ 
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 日本チャールス・リバー(株)  

東
北
支
部 

⑸ 

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 武智眞由美 島根大学 

川田耕司 福島県立医科大学 玉井邦明 (株)エーテック  

熊谷 隆 (有)熊谷重安商店 濱口 亮 ハマグチラボプラス㈱ 

福田直樹 山形大学 和田重太郎 (株)カネカ 

関
東
支
部 

⑾ 

大野怜一朗 東京大学 

九
州
支
部 

⑹ 

川辺敏晃 アーク・リソース(株) 

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 若松真矢 (株)新日本科学 

玉里友宏 日本チャールス・リバー(株) 

茂木志帆 (一財)ふくしま医療機器産業推進機構 

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：2020年9月1日～2022年8月31） 

 

支部役職名 氏名 所属 

支部長 室田宏之 北海道大学遺伝子病制御研究所 

副支部長 玉置雅祥 札幌医科大学医学部動物実験施設部 

副支部長 日野千紘 旭川医科大学教育推進センター 

幹事 西村浩樹 (株)ホクドー 

幹事 清水範彦 旭川医科大学教育推進センター 

幹事 溝口定之 オリエンタル酵母工業(株) 

幹事 近藤和久 (株)ホクドー 

幹事 西堀頼史 (株)新薬リサーチセンター 

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 中村大輔 三協ラボサービス(株)札幌営業所 

幹事 小玉雄介 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 

 

2. 奥羽支部（任期：2020年 9月 1日～2022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） 一戸一晃 (公財)環境科学技術研究所 

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 阿部修二 日本クレア(株)仙台出張所 

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 高橋正敏 東北ニュークリア(株) 

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：2020年9月1日～2022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 村上 誠 (株)ハンドレッド 
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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 

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 

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 

監事 鈴木悦子 (株)ジェー・エー・シー 

 

4. 関東支部（任期：2021年4月1日～2023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 石川 玄 マーシャル・バイオリソーシス・ジャパン株式会社 

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 日本チャールス・リバー(株) 

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 

幹事 茂木志帆 (一財)ふくしま医療機器産業推進機構 

支部顧問 上條信一 (株)ライフィル 

監査 稲葉守彦 日本クレア(株) 

監査 佐竹聖人 東京大学薬学部 

 

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大動物試験室 

事務局長 石河秀樹 三重大学地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ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 京都大学霊長類研究所 

企画担当 羽根田千江美 藤田医科大学研究支援推進本部疾患モデル教育研究サポートセンター 

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 

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 日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター 

幹事 須部 剛 日本エスエルシー(株) 

監事 前田典彦 京都大学霊長類研究所 

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：2020年9月1日～2022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 島根大学研究・学術情報機構総合科学研究支援センター 

事務局長（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 島根大学研究・学術情報機構総合科学研究支援センター 

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/広報）（兼）実験動物学習会・実技

WG副責任者 

柳原裕太 愛媛大学学術支援センター 

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 日本チャールス・リバー(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 (株)JTクリエイティブサービス 

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） 天野真理子 (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㈱ 

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） 鈴木麻美 WDB(株) 

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) 

動物実験委員長 田島 優  

アドバイザー 山本好男 (一社)環境健康学研究会 

 

7. 九州支部（任期：2020年12月4日～2022年11月13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 鹿児島大学研究推進機構研究支援センター 

幹事（本部理事/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 長崎大学生命科学研究支援センター  

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ＳＬＣ(株) 

監査  渡邉一貴 (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 
 

（2021年8月31日現在 70社）五十音順 

 

機 関 名 

アーク・リソース（株） 興和（株） 東京創薬研究所 公益財団法人 鳥取県産業振興機構 

（株）朝日工業社 三協ラボサービス（株） （株）夏目製作所 

あすか製薬（株） （株）三和化学研究所 （株）日東エアテック 

アステラス製薬（株） （株）ジェー・エー・シー （株）日本エスエルシー 

（株）アドスリー シオノギテクノアドバンスリサーチ（株） 日本化薬（株） 

（株）アニマルケア （公財）実験動物中央研究所 日本クレア（株） 

（株）アニメック （株）シナノ製作所 日本実験動物器材協議会 

（株）安評センター 清水実験材料（株） 日本実験動物協同組合 

EAファーマ（株） 新生冷熱工業（株） 日本実験動物飼料協会 

（株）アイテック （株）新日本科学 日本チャールス・リバー（株） 

（株）エーテック （株）精研 日本農薬（株）総合研究所 

（株）NAS研究所 清和産業（株） （株）バイオテック 

（株）大阪ビル管理 千寿製薬（株） ハムリー（株） 

（株）大塚製薬工場 第一三共（株） フィード・ワン（株） 

小野薬品工業（株） 大正製薬（株） （株）フィジオテック 

オリエンタル酵母工業（株） ダイダン（株） （株）フナバシファーム 

科研製薬（株） 新薬創成センター 田辺三菱製薬（株） 三浦工業（株） 

（株）カネカ  （株）中外医科学研究所  （株）美濃ラボ 

北山ラベス（株） 中外製薬（株） ヤクルト本社中央研究所 

キッセイ薬品工業（株） テクニプラスト・ジャパン（株） ラビックス（株） 

九動（株） 東京実験動物（株） （株）ラボテック 

協和キリン（株） 東京ビジネスサービス（株） （株）レナテック 

（有）葛生運送 （一財）動物繁殖研究所  

（株）ケー・エー・シー トキワ科学器械（株）  
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【資料６】規程類（令和 2年度改正分） 

一般社団法人日本実験動物技術者協会 理事会規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本実験動物技術者協会（以

下、「本協会」という。）定款（以下、「定款」という。）

第３５条及び第５９条に基づき、本協会の理事会の運

営、理事長の諮問組織である委員会及び評議員会の設

置と運営に関し、必要な事項を定める。 

（審議事項等） 

第２条 理事会は、定款第２９条の定める職務以外に次の事項

の審議を行う。 

  （１）個人会員・賛助会員の入会 

  （２）名誉会員・顧問の推薦 

  （３）評議員の任命及び解職並びにその他評議員会に関す

る事項 

  （４）部局員・委員の任命及び解職並びにその他委員会に

関する事項 

  （５）日本実験動物技術者協会総会（以下、「全国総会」と

いう。）を開催に関する事項 

  （６）本協会が与える賞及び顕彰に関する事項等 

  （７）関係学協会との連絡 

  （８）事務局の選定と契約 

  （９）その他、本協会の運営に必要な事項 

（監事の出席） 

第３条 理事長は、理事会に少なくとも１名の監事の出席を求

めるものとする。 

（開催等） 

第４条 理事会は、事業年度毎に全国総会に合わせて１回開催

し、その他の時期に１回以上開催する。 

（資料の送付） 

第５条 理事長は、予め議事案件及び必要資料等を各理事に送

付できる。 

（持ち回り審議） 

第６条 理事会の開催に替えて電磁的記録による審議事項の提

案があった場合には、理事の電磁的記録による意思表

示は、定款３２条第２項に規定される書面と同様に取

り扱うものとする。 

（情報開示） 

第７条 理事長は、理事会の開催後に審議事項並びに議決事項

等に関する議事録を理事・監事に送付し、定時社員総

会で配布する総会議事（案）に掲載する。 

（委員会） 

第８条 理事長は、定款第３７条に基づき、専門的な事項を審

議する機関として個人会員を長とした委員会を、理事

会の議を経て設置することができる。 

２ 委員会の設置期間は、設置した理事長の在任期間まで

とし、その継続を妨げない。 

 

３ 委員長の任期は、担当する委員会を設置した理事長の

在任期間までとし、その再任を妨げない。 

（委員の任命） 

第９条 理事長は、定款第３７条第２項で定められた範囲にお

いて委員長からの推薦を受けた者を、理事会の議を経

て委員に任命する。 

２ 委員の任期は、任命した理事長の在任期間までとし、

その再任を妨げない。 

（評議員会） 

第１０条 理事長は、広く個人会員からの意見を聴取するため

の機関として、本規程第１１条に定めた評議員から

なる評議員会を設置する。 

２ 理事長は、理事会において審議された事項のうち、必

要な事項についての意見を評議員会において評議員か

ら聞くことができる。 

３ 理事、監事及び委員長は、やむを得ない事情がない限

り、評議員会に出席するものとする。 

４ 評議員会は、全国総会の開催に合わせて開催する。 

５ 評議員会の議長は、理事あるいは評議員の互選による。 

（評議員の任命） 

第１１条 理事長は、本規程第１２条の規定に基づき支部長が

選定した個人会員を、理事会の議を経て評議員に任

命する。 

２ 評議員の任期は、２事業年度とし、再任を妨げない。 

３ 前項の規定に関わらず、評議員は、理事長が選任され

る社員総会毎に新たに任命されるものとする。 

４ 評議員は、無報酬とする。 

（評議員の員数） 

第１２条 支部長が選定できる評議員の員数は、支部毎に 4 名

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、支部に所属する個人会員の

員数が５０名を超える場合には、所属の個人会員の員

数を５０で除した数（小数点以下は切り捨て）を評議

員の員数として、前項で規定した員数に追加するもの

とする。 

（改廃） 

第１３条 この規程の改廃は、理事会の議決による。 

（その他） 

第１４条 この規定に定めるもののほか、理事会及び委員会、

評議員会に関し必要な事項は、理事会の議を経て別

に定める。 

  附  則 

１ 本規程は平成３０年１０月７日より施行する。 

２ 令和2年10月24日一部改訂
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一般社団法人日本実験動物技術者協会 運営規程 

第1章 総 則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本実験動物技術者協会（以

下、「本協会」という。）定款（以下、「定款」という。）第５９

条に基づき、本協会の運営に関し、必要な事項を定める。 

（用語）  

第２条 この規程で用いる用語の意義は、以下のとおり定める。 

（１）事務局 定款第５７条に基づき定められた主たる事務を

行う法人をいう。 

（２）申込書等 本協会の理事会が定めた入会申込・登録内容

変更・退会の届けをいう。 

（３）会員等 本協会の個人会員と賛助会員をいう。 

（４）所在地等 個人会員の現住所及び勤務する事業所の住所、

又はその事業所を統括する法人等の住所をいう。 

（５）協賛会員 会員等以外で支部が独自に募った法人、団体

並びに個人をいう。 

（６）機関誌等 機関誌と広報誌をいう。 

（７）全国総会 日本実験動物技術者協会総会をいう。 

（８）大会長 全国総会の開催を主管する責任者をいう。 

（９）副大会長 全国総会において大会長を補佐し、又は大会

長の責務を代行する者をいう。 

（１０）主管支部 全国総会の開催を主管する支部をいう。 

 

第２章 支部・個人会員 

（支部の区域） 

第３条 本協会定款第４０条に基づき設置する支部の区域は、

別表１のとおりとする。 

２ 支部の区域の変更は、理事会の議を経て行う。 

（支部の設置） 

第４条 支部は、４０名以上の個人会員をもって設置できる。 

２ 支部を新たに設置しようとする者は、４０名以上の個人会

員が支部の設置に賛意を示している書面を理事長に提出するも

のとする。 

３ 理事長は、前項の申し出後、理事会の議を経て支部の設置

に関して社員総会に発議するものとする。 

（支部の統廃合） 

第５条 支部長は、支部を構成する個人会員による議を経て、

理事長に支部の統廃合を申し出ることができる。 

２ 理事長は、前項の申し出後、理事会の議を経て支部の統廃

合に関して社員総会に発議するものとする。 

（所属の原則） 

第６条 個人会員は、所在地等の行政区分に従い、別表１に示

した支部に所属することとする。 

２ 退職した個人会員は、前項の規定に関わらず退職前に所属

していた支部に所属することができる。 

（制限の解除） 

第７条 個人会員は、以下の理由がある場合、前条の規定に関

わらず希望する支部に所属することができる。 

（１）個人会員が、希望する支部に所属することにより当人の

本協会における活動が円滑となると判断した場合 

（２）そのほか、已を得ない事情があると理事会で決定した場

合 

２ 個人会員は、前項で定めた規定を適用する場合には、自ら

の意思で事務局にその旨を申し出なければならない。 

（情報管理等） 

第８条 支部は、それぞれの支部の事業に関わった個人の情報

等を適切に取り扱うものとする。 

２ 支部は、それぞれの支部の運営に関わる情報等の保管に関

して必要な措置を講じるものとする。 

（支部の事業） 

第９条 支部は、定款及びそのほか、本協会の理事会が定めた

規程等に反しない限り、独自に事業を行うことができる。 

２ 支部は、前項で定めた事業を行うため、協賛会員を募るこ

とができる。 

３ 支部は、定款及びその他、本協会の理事会が定めた規程等

に反しない限り、協賛会員の名称を定めることができる。 

（情報の共有化） 

第１０条 支部は、本協会での情報の共有化を図るために、当

の支部が作成及び発行した出版物等を、事務局並びにその他の

支部に1部以上を提供することとする。 

（手続き開始時期） 

第１１条 会員等の本協会の入会もしくは退会、並びに会員等

の氏名もしくは法人名、所属、書類送付先の住所等の連絡先及

びその他、社員名簿等に記載された内容を変更する手続きは、

事務局に申込書が送付され、事務局がこれを受理した後に開始

する。 

（入会の手続き） 

第１２条 事務局は、定款で定めた入会申込書を受理後、以下

の手続きを行うこととする。 

（１）入会の可否を決定するために理事会に入会の申込に関し

て報告する。 

（２）理事会において入会の承認が決定された申請者にはその

結果を通知するとともに、入会金及び当該年度の会費を請求す

る。 

（３）理事会において入会の承認が否決された申請者にはその

結果を通知する。 

（４）入会金及び当該年度の会費の納入を確認後、社員名簿に

氏名等を記載するとともに所属支部に入会が認められた旨通知

する。 

２ 事務局は、入会の承認非承認に関わらず、入手した個人の

情報等を適切に管理するものとする。 

 

第３章 事 業 

（機関誌） 

第１３条 本協会は、定款第４条（４）に基づき、機関誌「実

験動物技術」を発行する。 

２ 機関誌の英文表記を「The Journal of Experimental Animal 

Technology」とし、「J. Exp. Anim. Technol.」と略す。 

３ 機関誌は、事業年度毎に２回発行し、通し番号を付与する。 

４ 機関誌の制作等は、別に定める規程等に基づき行うことと

する。 

（広報誌） 

第１４条 本協会は、定款第４条（４）に基づき、広報誌を発

行する。 

２ 広報紙は、事業年度毎に１回もしくは２回発行する。 

３ 広報誌の制作等は、別に定める規程等に基づき行うことと

する。 

（機関誌等の配布） 

第１５条 本協会は、機関誌等の発行時に個人会員であった者

に１部ずつ及び賛助会員であった法人については１口につき１
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部ずつ機関誌等を配布する。 

（全国総会） 

第１６条 本協会は、定款第４条の規定に基づき、やむを得な

い場合を除き事業年度毎に１回、全国総会を開催する。 

２ 全国総会は、支部の持ち回りでその開催を主管し、主管支

部の支部区域で開催することとする。 

３ 主管支部は、開催予定事業年度の 2 事業年度前の社員総会

までに理事会の議を経て決定する。 

（大会長） 

第１７条 主管支部の支部長は、大会長となり、全国総会の開

催及び運営並びに催し物等に関して統括する。 

２ 前項の規定に関わらず、やむを得ず主管支部の支部長が大

会長の責務を果たせない場合には、主管支部の個人会員の中か

ら代行者を主管支部の支部役員が選定し、理事会の議を経て理

事長が任命する。 

３ 全国総会には、副大会長をおくことができ、主管支部の個

人会員の中から主管支部の支部長もしくは支部役員が選定し、

理事長が任命する。 

４ そのほか、全国総会の開催に関わる事項は、理事会の議を

経て決定する。 

（社員総会） 

第１８条 定時社員総会は、全国総会の開催時に合わせて開か

れるものとする。 

２ 臨時社員総会は、東京都内（島嶼部を除く）で開催するも

のとする。 

（社員総会の議長） 

第１９条 社員総会の議長は、社員総会に出席している個人会

員の互選により選ばれることする。 

２ 定時社員総会の議長に自薦あるいは他薦がなかった場合、

議長には、本協会の事務局長から定時社員総会の開催時の大会

長を推薦する。 

３ 臨時社員総会の議長には、臨時社員総会に出席している理

事の互選により選ばれることする。 

（賛助会員の招待） 

第２０条 本協会は、全国総会に賛助会員１口につき、１名を

全国総会の参加費を徴収せずに招待する。 

（非会員の参加料等） 

第２１条 本協会の事業に個人会員以外の個人を受け入れる場

合、その参加料等は、個人会員の参加料の２割増し以上とする。 

 

第４章 その他 

（改廃） 

第２２条 この規程の改廃は、理事会の議決による。 

（その他） 

第２３条 この規程に定めるもののほか、本協会の運営に関す

る事項は、理事会の議を経て別に定める。 

 

附  則 

１ 本規程は平成３０年１０月７日より施行する。 

２ 日本実験動物技術者協会運営規約及び日本実験動物技術者

協会運営規程は、平成３０年１０月６日に廃止する。 

３ この規程の施行後、第１２条第３項の規定に基づく通し番

号は、同号の規定に関わらず前項の規定により廃止された日本

実験動物技術者協会運営規程に定められた通し番号に引き続く

ものとし、通算する。 

４ この規程の施行後、第１６条及び第１７条の規定に関わら

ず第５２回及び第５３回全国総会は、この規程の施行前の理事

会において審議した結果を引き継ぐものとし、それぞれの主管

支部を九州支部及び関西支部とする。 

５ 令和３年３月２０日に一部改正

 

別表１ 支部の区域 

支部名 地域名 行政区分 

北海道支部  北海道 

奥羽支部  青森県・秋田県・岩手県 

東北支部  山形県・宮城県・福島県 

関東支部 
関東 栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県 

甲信越 新潟県・長野県・山梨県 

東海北陸支部 
東海 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 

北陸 富山県、石川県、福井県 

関西支部 

関西 滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・和歌山県・兵庫県 

中国 鳥取県・岡山県・島根県・広島県・山口県 

四国 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 

九州支部  福岡県・大分県・佐賀県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 
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一般社団法人日本実験動物技術者協会 部局運営規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本実験動物技術者協会（以

下、「本協会」という。）定款第３６条第２項に基づき、

本協会の部局の運営に関し、必要な事項を定める。 

（部局員） 

第２条 部局には、個人会員で構成される若干名の部局員をお

く。 

   ２ 部局長は、部局員の中から副部局長を任命しなければ

ならない。 

３ 副部局長は部局長を補佐し、部局長に事故があるとき

又は部局長が欠けたときは、新たに部局長が選任され

るまでの間、部局長代行として部局内の会務を執行す

る。 

 

（任命） 

第３条 理事長は、部局長が選定した部局員を理事会の議を経

て部局員に任命する。 

（職務） 

第４条 部局は、別表１に示した事項に関しての職務を担う。 

（改廃） 

第５条 この規程の改廃は、理事会の議決による。 

（その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、部局に関し必要な事項

は、理事会の議を経て別に定める。 

 

  附  則 

１ 本規程は平成３０年１０月７日より施行する。 

２ 令和3年7月21日一部改正 

別表１ 部局の職務 

部 局 名 職  務  内  容 

事務局 

（１）社員総会の総会議事（案）書の作成 

（２）社員総会並びに理事会の議事録の作成 

（３）機関誌及び広報誌等の発行に関する事項 

（４）事務等に関する事項 

財務部 （１）本協会における会計業務等に関する事項 

情報部 

（１）本協会の事業等に関わる情報の収集及び提供に関する事項 

（２）ホームページ及びメーリングリスト等の整備と運営に関する事項 

（３）広報誌の編集及び制作に関する事項 

企画調整部 
（１）規程等の整備に関する事項 

（２）その他、企画及び調整等に関する必要な事項 

編集部 
（１）機関誌の査読、編集及び制作に関する事項 

（２）その他、広報誌を除く印刷物等の編集及び制作に関する事項 

実験動物福祉部 

（１）実験動物福祉に関する情報の収集及び提供に関する事項 

（２）実験動物福祉に関する広報活動等に関する事項 

（３）その他、実験動物福祉に関する必要な事項 

 

 

実験動物技術投稿要綱 

（令和 3月 20日非会員枠の追加）掲載省略 

 

全国大会に関する申し合わせ 

（令和 3年 1月 5日一部改正）掲載省略 

 
事務局申し合せ 

（令和 3年 3月 20日制定）掲載省略 
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