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平成24年度実験動物関係教職員高度技術研修（ブタを用いた動物実験
支援に関わる知識と技術の取得:飼養保管・麻酔管理及び術後ケア）日程表（案）

平成24年度実験動物関係教職員高度技術研修（ブタを用いた動物実験
支援に関わる知識と技術の取得:飼養保管・麻酔管理及び術後ケア）日程表（案）

平成24年度実験動物関係教職員高度技術研修（ブタを用いた動物実験
支援に関わる知識と技術の取得:飼養保管・麻酔管理及び術後ケア）日程表（案）

平成24年度実験動物関係教職員高度技術研修（ブタを用いた動物実験
支援に関わる知識と技術の取得:飼養保管・麻酔管理及び術後ケア）日程表（案）

平成24年度実験動物関係教職員高度技術研修（ブタを用いた動物実験
支援に関わる知識と技術の取得:飼養保管・麻酔管理及び術後ケア）日程表（案）

平成24年度実験動物関係教職員高度技術研修（ブタを用いた動物実験
支援に関わる知識と技術の取得:飼養保管・麻酔管理及び術後ケア）日程表（案）

平成24年度実験動物関係教職員高度技術研修（ブタを用いた動物実験
支援に関わる知識と技術の取得:飼養保管・麻酔管理及び術後ケア）日程表（案）

期 間 ： 平成24年10月23日（火曜日）～26日（金曜日）平成24年10月23日（火曜日）～26日（金曜日）平成24年10月23日（火曜日）～26日（金曜日）平成24年10月23日（火曜日）～26日（金曜日）平成24年10月23日（火曜日）～26日（金曜日）
会 場 ： 岡山大学鹿田キャンパス岡山大学鹿田キャンパス岡山大学鹿田キャンパス岡山大学鹿田キャンパス岡山大学鹿田キャンパス

自然生命学研究支援センター動物資源部門鹿田施設自然生命学研究支援センター動物資源部門鹿田施設自然生命学研究支援センター動物資源部門鹿田施設自然生命学研究支援センター動物資源部門鹿田施設自然生命学研究支援センター動物資源部門鹿田施設

第1日目（10月23日・会場： 動物資源部門鹿田施設セミナー室）第1日目（10月23日・会場： 動物資源部門鹿田施設セミナー室）第1日目（10月23日・会場： 動物資源部門鹿田施設セミナー室）第1日目（10月23日・会場： 動物資源部門鹿田施設セミナー室）第1日目（10月23日・会場： 動物資源部門鹿田施設セミナー室）第1日目（10月23日・会場： 動物資源部門鹿田施設セミナー室）第1日目（10月23日・会場： 動物資源部門鹿田施設セミナー室）
時間時間時間 内容内容内容 講師等

13:00 ～ 14:00 受付・指静脈登録

14:00 ～ 14:20 開講式

松川昭博（岡山大学自然生命科学研
究支援センター動物資源部門部門長
浅野雅秀（国立大学法人動物実験施
設協議会会長）

14:20 ～ 14:50
岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源
部門の施設紹介及び技術支援業務の取り組み
岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源
部門の施設紹介及び技術支援業務の取り組み
岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源
部門の施設紹介及び技術支援業務の取り組み 樅木勝巳

14:55 ～ 15:25 講義１
動物愛護管理法見直しの現状分析と今後
の方向性
動物愛護管理法見直しの現状分析と今後
の方向性 浦野徹

15:25 ～ 15:55 講義２ 改正家畜伝染病予防法完全施行について改正家畜伝染病予防法完全施行について 大沢一貴
15:55 ～ 16:10 休憩

16:10 ～ 17:00 講義３
動物実験に必要なブタのに関する基礎知
識（解剖、生理、習性等）
動物実験に必要なブタのに関する基礎知
識（解剖、生理、習性等） 上村亮三

17:00 ～ 17:10 休憩
17:10 ～ 18:10 講義４ ブタを用いた医療器具開発現場からブタを用いた医療器具開発現場から 高橋広幸
18:15 ～ 20:15 懇親会（生協・子鹿ショップ）

第2日目（10月24日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）第2日目（10月24日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）第2日目（10月24日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）第2日目（10月24日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）第2日目（10月24日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）第2日目（10月24日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）
時間時間時間 内容内容 講師等

8:45 ～ 9:15 講義５ ブタの感染症-１ 成田浩司
9:15 ～ 9:45 講義６ ブタの感染症-２ 山本　博
9:45 ～ 10:15 講義７  麻酔・蘇生学の基礎 武田吉正
10:15 ～ 10:25 休憩
10:25 ～ 11:05 講義8 ブタの飼育管理と動物福祉対策 末田輝子

11:05 ～ 12:25 講義9
ブタの麻酔及び麻酔モニタリング、覚
醒、術後ケア、安楽死法、浣腸及び本日
の実習内容説明

上村亮三・福山伸隆・能丸幸治・矢
田範夫

12:25 ～ 13:25 昼食

13:25 ～ 14:00 実習１
ブタ飼育室及び手術室見学、麻酔モニ
ター等見学・機器の準備

14:00 ～ 17:30 実習２
麻酔前準備（前投薬及び浣腸）・麻酔導
入（気管挿管・静脈ラインの確保等）・
頚静脈確保（デモ）

デモ（上村亮三・瀬戸山健太郎）

17:30 ～ 実習３ 麻酔覚醒・気管チューブ抜管



第3日目（10月25日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）第3日目（10月25日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）第3日目（10月25日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）第3日目（10月25日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）第3日目（10月25日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）第3日目（10月25日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室/中型動物実験室）
時間時間時間 内容内容 講師等

8:45 ～ 9:30 講義10
おかやまメディカルイノベーションセン
ターにおけるイメージング研究　～動物
実験ツールとしてのPET解析～

佐々木崇了

9:30 ～ 10:00 講義11
おかやまメディカルイノベーションセン
ター施設見学

小野俊朗・佐々木崇了

10:00 ～ 10:15 休憩休憩
10:15 ～ 11:00 講義12 ミニブタの有用性 林　直木

11:00 ～ 11:45 講義13
本日の実習説明 ・実習準備（兼前日の復
習）麻酔モニター等機器の準備 樅木勝巳

11:45 ～ 13:00 昼食昼食
13:00 ～ 14:30 実習４ 麻酔前準備（前投薬及び浣腸）

14:30 ～ 16:00 実習５
麻酔導入（気管挿管・耳介静脈ラインの
確保等）無菌操作等

16:00 ～ 17:30 実習６ 外科処置実習（脾臓摘出） 瀬戸山健太郎・平山晴子
17:30 ～ 実習７ 麻酔覚醒開始・術後処置 末田輝子・矢田範夫

第4日目（10月26日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室）第4日目（10月26日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室）第4日目（10月26日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室）第4日目（10月26日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室）第4日目（10月26日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室）第4日目（10月26日・会場：動物資源部門鹿田施設セミナー室）
時間時間時間 内容内容 講師等

8:45 ～ 9:30 実習８ 術後処置（経過観察） 末田輝子他

9:30 ～ 10:00 講義14
ブタを用いた実習内容の復習と重要事項
の確認

樅木勝巳他

10:00 ～ 10:30 アンケート記入
10:30 ～ 11:00 施設見学 岡山大学　技術職員一同
11:00 ～ 11:40 閉校式 修了証授与式、写真撮影→解散



講師等（発表順・敬称略）講師等（発表順・敬称略）
浅野　雅秀 国立大学法人動物実験施設協議会会長・金沢大学学際科学実験センター遺伝子改変動

物分野（実験動物施設）　教授
浦野　徹 熊本大学生命資源研究・支援センター　センター長　教授
大沢　一貴 長崎大学先導生命科学研究支援センター　比較動物医学分野　教授
上村　亮三 鹿児島大学自然科学教育研究支援センター動物実験施設　准教授
高橋　広幸 ナカシマメディカル（株）営業部営業推進グループ
成田　浩治 弘前大学大学院医学研究科附属動物実験施設　助教
山本　博 富山大学生命科学先端研究センター　動物資源開発分野　准教授
武田　吉正 岡山大学病院集中治療部　准教授
末田　輝子 東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設　職員
福山　伸隆 鹿児島大学自然科学教育研究支援センター動物実験施設　技術専門職員
能丸　幸治 名古屋大学大学院医学研究科附属動物実験施設　技術職員
瀬戸山健太郎 鹿児島大学自然科学教育研究支援センター動物実験施設　助教
佐々木　崇了 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産学官連携センター　助教
小野　俊朗 岡山大学自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門　准教授
林　直木 オリエンタル酵母工業株式会社バイオ事業本部ライフサイエンス部
（開催施設）
松川　昭博 岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門　部門長・大学院医歯薬学総合

研究科 教授
樅木　勝巳 岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門　准教授
平山　晴子 岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門　助教
矢田　範夫 岡山大学自然生命科学研究支援センター動物資源部門　技術専門職員




