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組換えDNA実験について
手続きと規則、
実験を安全にすすめる上での注意点

岡島 俊英



遺伝子組換え実験の危険性

1975年アシロマ会議

科学者の社会的責任
実験の自主的規制

遺伝子組換え実験の法的規制の経緯



(http://ja.wikipedia.org/wiki/キマイラ)

キメラ： ライオンの頭と山羊の胴体、毒蛇の尻尾を持つ。



1975年アシロマ会議

組換えDNA実験指針
（国内）

平成15年11月 生物多様性を確保す

るための国際条約（カルタヘナ議定
書）の批准（国内）

平成１６年４月施行 遺伝子組換え生物等の使用等の規制に
よる生物の多様性の確保に関する法律
（遺伝子組換え実験規制法）（国内）

法制化

平成１２年1月 モントリオールにて
カルタヘナ議定書採択

生活環境に対す
る意識の高まり

地方自治体における条例の制定
（吹田市、茨木市）

1994年〜生物の多様性に
関する条約

感染症法
家畜伝染病予防法
外国為替及び外国貿易法

別な関連する国内法



生物の多様性に関する条約
Convention on Biological Diversity; CBD
生物の多様性を「生態系」「種」「遺伝子」の3つのレベルでとらえ、

（1） 生物多様性の保全  （2） 生物多様性の構成要素の持
続可能な利用  （3） 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正
かつ衡平な配分 を目的とする。

カルタヘナ議定書

生物多様性に悪影響を及ぼすおそれのあるバイオテクノロジー
による遺伝子組換え生物（Living modified organism; LMO）の移
送、取り扱い、利用の手続き等に関する規定。



法令の遵守
平成１６年４月施行 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による

生物の多様性の確保に関する法律（遺伝子組
換え実験規制法）（国内）

茨木市生活環境の保全に関する条例平成２１年４月施行

平成２１年１２月 産研と茨木市との間で「ライフサイエンス系施
設の環境保全対策に係る協定」の締結

大阪大学遺伝子組換え実験安全管理規程
大阪大学遺伝子組換え実験実施規則

平成16年4月[

[

]

]



吹田市 吹田市遺伝子組換え施設に係る環境安全の
確保に関する条例

制定平成６．１０．７条例２９
近改正平成１６．３．２４条例７

吹田市

茨木市

箕面市

茨木市の条例制定について

・実験施設の事前届け出

・排気廃液などの処理に
ついて協定

・立入検査

茨木市

本年度より条例による
規制が開始

茨木市生活環境の保
全に関する条例

制定 平成20年９月
施行 平成21年４月





・大学と市長の間で環境保全協定の締結（平成２１年１２月）
・法令の遵守と地域環境への配慮

・立入検査あり 平成２２年10月、平成２３年９月、
平成24年９月、平成２７年１１月実施

・安全キャビネットとオートクレーブの点検義務
・年度ごとに計画や概要の定期報告（地域への情報提供）
・協定違反時の実験停止

施設の変更などを行う場合には変更の2ヶ月前までに変更

協議書を事務室（研究協力課）提出（実験室の新設、機器
の配置変更も含むので注意）



大阪大学における組換えDNA実験に対する取り組み

詳細な安全マニュアルの作成

学内委員会における実験計画の事前審査

年１回の教育訓練

大阪大学遺伝子組換え実験安全管理規程
大阪大学遺伝子組換え実験実施規則

（阪大「遺伝子組換え実験安全の手引き」から抜粋）

実験責任者は、安全主任者の指導助言の下に、実験従事者に対し、少なくとも年
１回、教育訓練を行う必要があります。

なお、安全主任者が、実験責任者、実験従事者を集めて教育訓練を実施すること
も、運用上行われています(教育訓練欠席の場合：産研ではビデオ視聴)。
教育訓練の内容は、①危険度に応じた生物安全取扱い技術、②拡散防止措置
に関する知識および技術、③実施しようとする実験の危険度に関する知識、事故
発生の場合の措置に関する知識です。



遺伝子組換え実験に関する各種マ
ニュアルおよび様式等は阪大ホーム
ページからダウンロードしてください。





English version ( 新：平成29年3月改訂版)

日本語版 （ 新：令和元年８月一部改訂版）



遺伝子組換え実験の定義

例外） セルフクローニング、ナチュラルオカレンスによる遺伝子組換えは該当しない

【遺伝子組換え生物等(Living Modified Organism: LMO)とは?】

●自然界における生理学上の生殖又は組換え(配偶子接合、減数分裂期の遺伝的組換え、 非相同的組換え)の障壁

を克服する技術により得られた生物

●伝統的な育種及び選抜において用いられない生体外核酸加工技術により得られた(異 種)核酸を有する生物

●異なる科の生物由来の細胞間の融合により得られた生物

●ウイルス等が使用された培養細胞

 
  

 



形質転換された動物細胞は遺伝子組換え生物ではないが

ウィルスベクター（遺伝子組み換え生物）を使用した形質転換された細胞

ウィルスベクターを用いて形質転換された細胞から生産された試薬

ウィルスの残存の可能性があるので、遺伝子組換え生物
とみなす。

注意



遺伝子組換え実験の実験分類、拡散防止措置

実験手法による分類

拡散防止措置

P1  通常の実験室。ドア・窓の閉鎖による拡散防止。
P2  P1+安全キャビネットによる拡散防止。
P3  P2+実験室陰圧による拡散防止。

動物使用実験：逃亡防止(2重トアやネスミ返し)を設置し、
レべル表示 の後ろに「animal」の「A」を付すこと。(例:P1A) 

植物使用実験：レべル表示の後ろに「plant」の「P」を付すこと。

潜在的な危険度の評価
遺伝子供与体と宿主

クラス１−３
微生物使用実験
大量培養実験
動物接種実験
植物接種実験
動物作成実験
植物作成実験

適切な選択



宿主および核酸供与体クラス分け

①微生物、真菌、および寄生虫の実験分類

リスク 小 大

時々改定があるので要注意





遺伝子組換え実験で病原体を扱うときは注意してください



遺伝子組換え実験で病原体を扱うときは注意してください2



クラス1 P1

宿主または導入遺伝子
生物のクラスの高い方

クラス２ P2

拡散防止
措置

クラス３ P３

クラスダウン、
クラスアップの
例外規定あり

1) 組換え微生物等の実験

2) 組換え動植物の実験（動物作成実験、

植物作成実験）

拡散防止措置の決定

宿主の分類クラスで決定 P1P, P1A

供与核酸
病原性あり

同定済み
病原性なし

特定認定
宿主ベクター
系の使用

クラスダウン

クラスアップ



P1



P1レベル実験室の要点

通常の生物実験室

・遺伝子組換え生物の不活化
・扉・窓の閉鎖
・手洗い
・関係者以外の入室制限

（留意事項）
○ウイルスベクター等、組換え微生物を用いた動物接
種実験を行う場合、接種後のマウス等の飼育マット、
飼育ケージは必ずオートクレーブにより不活化するこ
と（接種に用いた注射針等も同様）。
○実験室での飲食は厳禁（飲食物の持ち込みも不可）



P2レベル実験室の要点

・安全キャビネットの設置と使用
・「P2レベル実験中」の表示
・遺伝子組換え生物の不活化
(実験室内にオートクレーブ設置)
・扉・窓の閉鎖
・手洗い
・関係者以外の入室制限

（留意事項）
○マウス等の飼育マット、飼育
ケージは必ずオートクレーブに
より不活化すること（接種に用
いた注射針等も同様）。
○実験室での飲食は厳禁（飲食
物の持ち込みも不可）



安全キャビネット 陰圧
クリーンベンチ 陽圧

安全キャビネットの規格
•クラスI：ドラフト + 排気滅菌（吸気が未滅菌のため、箱内に無菌性はない）
•クラスII：ドラフト + 排気滅菌 + 滅菌吸気エアカーテン
•クラスIII：ドラフト + 排気滅菌 + 滅菌吸気 + 隔壁（グローブボックス）

安全キャビネット ( ＝ クリンーンベンチ）



クリーンベンチ

安全キャビネット



・関係者以外の立ち入り厳禁

・廃棄時の組換え体の不活化の徹底
オートクレーブ
(次亜塩素酸などによる薬剤処理)

・窓とドアの閉鎖

・ネズミ返しの設置

・P２実験時には「P2レベル実験中」の掲示

遺伝組換え実験室における注意事項

・適切な表示の徹底



・飲食・喫煙・化粧、食品の保存厳禁

・実験室退出時の手洗いの励行

・安全ピペット使い捨て手袋マスク等の使用

・常に整理整頓、清潔な実験環境

・実験後の消毒、安全キャビネットの殺菌灯の点灯

行なっている実験の種別や組換え体の特性
を常に頭に入れておくこと！



《高圧滅菌器の使用について》
高圧滅菌器を使用する際、高圧蒸気滅菌を 低１２１℃、２０分以上行って下さい。
実験計画書に高圧滅菌器を使用する旨を記載する場合も同様の記載をして下さ
い

また、遺伝子組換え植物の栽培に用いた土壌等は１２１℃、６０分以上行って下
さい。

遺伝子組換え実験安全の手引き（H30.9月一部改定）



ネズミ返しの設置例



吹田市立入検査の厳重注意事項

（H２８年４月２１日）



実験室の標識と掲示について

関係者以外の立ち入り厳禁

 

BSL / ABSL P  

Please circle the applicable level in BSL/ABSL and P column. 

同一施設で複数の責任者が存在
する場合には、責任者を１名選出。



実験室の各種標識

マイハンダイ/コンテンツリンク/研究推進関係/(ライフ)遺伝子組換え実験関係
/学内表示（バイオハザード標識等）

ファイル保存場所

印刷はカラー印刷とする。（用紙の大きさは問わない）
標識は、施設の出入り口の分かりやすい場所に貼付する



ラベル様式については阪大ホーム
ページからダウンロードしてください。

保管時の表示



漏洩などが起
こらないように
しっかり密閉

容器の見えやす
い箇所に表示

所定の場所
に保管

設備の見えやすい箇所に表示

①遺伝子組換え生物が漏出しない容器に入れ、容器に遺伝子組換え生物である旨
の表示をする。

②冷蔵庫など決められた場所に保管し、見やすい箇所に遺伝子組換え生物である旨
の表示をする。
①と②の両方の表示が必要。

①

②

保管時の表示



国内譲渡のフローシート



国内譲渡の届け出様式（別紙様式10）

（阪大内部局間）でも同様に必要。



産研で新しく遺伝組換え実験を始めるには？

申請済みの実験室を使用する 新しく実験室を遺伝子組
換え実験に利用する

実験開始２ヶ月前までに茨木市に施
設申請（産研事務室経由）許可を受
ける

遺伝子組換え実験計画書を本学安全委員会に申請（産研事務室経由）

実験開始予定２ヶ月前ごろ：WEB申請

安全委員会で審議・認可
実験開始予定１ヶ月前ごろ

実験開始！



1.  実験計画書
実験従事者欄に外部機関に所属する者の氏名等を記載し、申請を行う。
別紙様式５ 遺伝子組換え実験従事者変更届の提出による変更も可能。
遺伝子の追加、宿主の追加変更などは実験計画書の再提出による変更
（２ヶ月に一度）（招へい教員は実験責任者とはなれない）

３.  教育訓練
年１回、実験責任者（あるいは安全主任者代行）

４. 実験報告書

（１）遺伝子組換え実験実施経過報告書（研究推進本部へ提出）
（２）遺伝子組換え生物等及び拡散防止措置等の一覧表（茨木市へ提出）

５. 実験変更、終了届け、中止届け

実験内容の変更以外は随時

2. 健康診断
P1及びP２レベルの実験に従事する者は、保健センターが実施する

職員定期健康診断又は学生定期健康診断（年１回）を必ず受診する。



外部機関所属者も登録が必要

教育訓練および健康診断



大阪大学○○○研究所 
遺伝子組換え実験安全主任者   殿 
 

遺伝子組換え実験従事者に係る誓約書 
 

大阪大学○○研究科において、遺伝子組換え実験課題「○○○の機能解析」（承認番号：

5678）の実験従事者として本学○○研究科に所属する者が参加するにあたり、下記のとお

り誓約いたします。 
 

記 
 
■○○大学○○研究科（職   名   ：      氏   名      ）について 
 
１．�本学○○研究科は上記の者の知識向上と安全確保のため、下記事項について、業

務に従事する前、ならびに年１回、講習会を受講させる。 
    

 
 

【講習内容】 
①   遺伝子組換え生物等について 
②   遺伝子組換え実験に係る関連法令について 
③   遺伝子組換え実験に係る拡散防止措置について 
④   廃棄物の滅菌処理について 
⑤   遺伝子組換え生物等の取扱について（保管、国内移動、輸出入等） 

（作成例：２．�外部機関所属者が遺伝子組換え実験に従事する場合） 
別紙４   



事故・災害 法令・規則違反

遺伝子組換え実験

実験者の健康被害
周囲への健康被害
遺伝子組換え生物

の環境への拡散

罰則







茨木市生活環境の保全に関する条例の罰則



遺伝子組換え実験中に事故が発生した場合の連絡体制
(令和２年 ４月現在)

学外関係事務局への連絡

○文部科学省研究振興局ライ
フサイエンス課安全倫理・
安全対策室
→03-6734-4113（直通）

○環境省自然環境局野生生
物課外来生物対策室
→03-3581-3351（代表）

○茨木市産業環境部環境保
全課指導係
→072-620-1644（直通）

部局長へ連絡

（内線 8420 関野 徹 ）

学内担当部局への連絡

○研究推進部研究推進課プロジェクト研究推進係（内線：7159、3037）

○安全衛生管理部 （内線：4023、4027、9536）

部局の安全主任者へ連絡（内線8547 西 毅）

事故発見者 ( 実験責任者・実験従事者)

所属部局担当へ連絡（研究協力係・内線8393,8515）

事故拡大の防止

状況により警察、

消防署に連絡

遺伝子組換え実験安全委員
会委員長へ連絡
生命機能研究科 佐々木 洋教授

内線：4657

連絡順・連絡先は
臨機応変に

実験責任者は、実験室の見や
すい場所に掲示しておくこと。

（内線： 171-4023、4027、9536)

（内線：171-7159、
4740)


