
遺伝子組換え実験の安全管理 
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教育訓練について 

教育訓練資料 



遺伝子組換え生物等と社会 

 社会生活に欠かせないものになっています。一つの法
律で産業利用と研究開発が規制されています。 
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「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」 

法律 

 国際協定「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」に対
する国内法で、略称を「カルタヘナ法」と言います。違反時には罰
則（最高１年以内の懲役、１００万円以内の罰金）があります。 

◯ 環境中への拡散を防止しないで使用する場合 
◯ 環境中への拡散を防止しつつ使用する場合 

 前者を「第一種使用等」、後者を「第二種使用等」と言います。ほ
とんどの研究機関等では、研究開発で第二種使用等が行われて
います。 
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◯ 生態に侵入し他の野生生物を駆逐する。 

◯ 近縁の野生生物と交雑してその野生生物種を減少

させる。 

◯ 有害物質等を産生し、周辺の野生生物を減少させる。 

◯ 生態系から駆除できない。 

◯ 動植物に感染して治療できない。 等 

遺伝子組換え生物等の影響 

 一部の遺伝子組換え生物等は、生態系の破壊、人や動植物へ
の感染、産業被害等を引き起こす可能性があります。 
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【環境中への拡散を防止しつつ使用する場合】 

① 遺伝子組換え生物等を逃がさない（物理的封じ込め） 

② 遺伝子組換え生物等が逃げても環境中では生きられ
ない（生物学的封じ込め：可能な場合） 

③ 廃棄する前に不活化させる。 

基本的な考え方（第二種使用等） 

 この措置を「拡散防止措置」と言います。ハード要件とソフト要件
があります。 
 簡単に言えば、遺伝子組換え生物を 
・漏らさない ・逃さない ・感染させない ための措置のことです。 

※ 第一種使用等 【環境中への拡散を防止しないで使用する場合】 

① 生物多様性への影響を評価する。 ② 長期の生態系への影響を評価する。 

遺伝子組換え生物が環境中に拡散してもリスクがないことを証明する。 5 



微生物 植 物 動 物 
大腸菌、酵母、乳酸菌、
破傷風菌、結核菌、カビ、
寄生虫、ウイルス・・・ 

ショウジョウバエ、カイコ、メ
ダカ、ゼブラフィッシュ、カエ
ル、マウス、ニワトリ・・・ 

シロイヌナズナ、イネ、ダ
イズ、ナタネ、タバコ、トマ
ト、緑藻、コケ，キノコ・・・ 

生物として扱われるものの例 生物として扱われないものの例 

○動植物の個体 
 
○動植物の配偶子 
○動物の胚・胎児（胎仔） 
○植物の種子・種イモ・挿し木 
○ウイルス・ウイロイド 

○死んだ動植物の個体 
 （核酸の移転・複製能のないもの） 
○ヒトの個体・配偶子・胚・培養細胞・臓器 
○動植物培養細胞（ＥＳ細胞を含む） 
○動物の組織・臓器 
○切りキャベツ・種なし果実・稲わら 
    （籾のついていないもの） 

用語の定義（生物） 

 培養細胞に外来遺伝子を導入しても、遺伝子組換え生物ではあ
りません。 6 

※「微生物使用実験」、「動物使用実験」、「植物等使用実験」で使用する生物ごとに分類しています。 



次の技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物 

用語の定義（遺伝子組換え生物等） 
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遺伝子組換え生物等 



用語の定義（遺伝子組換え生物等） 

LMO (Living Modified Organism)と言います。遺伝子組
換え作物では、GMO (Genetically Modified Organism)が
一般的です。 
 
生物の一部（特定の組織、器官、細胞等）が遺伝子組換
え細胞で構成されていても、遺伝子組換え生物等として
取り扱います。 
 
遺伝子組換え培養細胞を生物に移植した場合も、遺伝
子組換え生物として取り扱います。 
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用語の定義（宿主、核酸供与体等） 

宿主   組換え核酸が移入される生物。 
ベクター 組換え核酸のうち、移入された宿主内で当該組換え核酸

の全部又は一部を複製させるもの。（プラスミド又はウイル
ス等の核酸。あくまで核酸であってウイルスではない。） 

供与核酸  組換え核酸のうち、ベクター以外。 
核酸供与体 供与核酸が由来とする生物。（ヒトを含む） 
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研究開発での第二種使用等（拡散防止措置） 

 拡散防止措置は、 
・ 実験の種類 
・ 生物の分類（実験分類）と危険度 
・ 形態・状態 
・ 特性 等 
に基づいて、決定されています。 
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ハード要件（施設基準） 

・ 実験室・飼育栽培室の構造 
・ 拡散・逃亡させないような装置 
・ 不活化させる装置 

・ ハード要件が確保できるような扱い 
・ 拡散・逃亡させないような方法 
・ 不活化させる方法 

ソフト要件（実施基準） 

＝物理的封じ込め 

拡散防止措置の要件 

不活化とは、遺伝子組換え生物等を滅菌・殺菌、消毒、安楽死、破砕、
焼却などの方法で生存できない状態にさせることを言います。 
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保管 

実験 

第二種使用等の区分と実験の種類 

運搬 

運搬は、近隣の建物間だけでなく、他機関との譲受や譲渡であっ
て、分与、購入、検査依頼、受入等も含まれます。 

◯ 微生物使用実験 
◯ 大量培養実験 
◯ 動物使用実験（動物作成実験・動物接種実験） 
◯ 植物等使用実験（植物作成実験、植物接種実験、きのこ作成実験） 
◯ 細胞融合実験 

実験は大きく５種類に区分されています。 
大量培養実験は微生物使用実験のうち、単一の培養器で２０リッ
トル以上の培養を行う場合が該当します。 
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 生物の危険度（病原性と伝達性*）に基づいて生物
を分類する。 
 

     *伝達性（伝播性、感染性、伝染性・・・） 
     核酸がある生物個体から他の生物個体へ伝達する性質又はその程度。 
     （微生物から微生物へ。 又は微生物の動植物等への感染） 
 

実験分類（生物の分類） 
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・ 全ての生物をクラス１から４の４段階に分類。 
・ クラス２～４の生物は、哺乳動物等に対して病原
性を持つ微生物（原核生物、真菌、原虫、寄生虫、
ウイルス及びウイロイド）のみ。 

・ 上述の微生物以外の生物全てはクラス１に分類。 
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実験分類 そ の 性 質 具 体 例 

クラス１ 微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳綱及
び鳥綱に属する動物（ヒトを含む。以下「哺乳動
物等」という。）に対する科学的知見により病原
性がないものであって、文部科学大臣が定める
もの並びに動物（ヒトを含み、寄生虫を除く。）及
び植物 

大腸菌（実験室株）、
酵母、イネ、キノコ、マ
ウス 

クラス２ 

 

微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳動物
等に対する科学的知見により病原性が低いもの
であって、文部科学大臣が定めるもの 

病原性大腸菌、ｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ、麻疹ウイ
ルス 

クラス３ 微生物及びきのこ類のうち、哺乳動物等に対す
る科学的知見により病原性が高く、かつ、伝播
性が低いものであって、文部科学大臣が定める
もの 

結核菌、HIV、 

SARSコロナウイルス 

クラス４ 微生物のうち、哺乳動物等に対する科学的知見
により病原性が高く、かつ、伝播性が高いもので
あって、文部科学大臣が定めるもの 

エボラウイルス 

低 

高 

実験分類（生物の分類） 



○ 形態、特性、習性等 
・場所：陸生、水生、土壌、実験室内・・・ 
・形態：成体、配偶子、胚、幼虫、胞子、花粉、種子・・・ 
・拡散方法：逃亡（逸走、飛翔、遊泳）、付着、浮遊・・・ 
 
○ 病原性・伝達性等 
・対象生物：ヒト、哺乳類、鳥類、昆虫、植物、細菌・・・ 
・重症度：不顕性、重篤、産業被害・・・ 
・侵入経路：経口、経鼻、血液、消化管、呼吸器・・・ 
・拡散速度、増殖速度、濃度・・・ 

生物の形態・状態、特性等 
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微生物使用 
実験 

大量培養実験 
（Large Scale) 

動物使用実験
（Animal) 

植物等使用 
実験（Plant) 

P1レベル LS1レベル P1Aレベル P1Pレベル 

P2レベル LS2レベル P2Aレベル P2Pレベル 

P3レベル P3Aレベル P3Pレベル 

LSCレベル 特定飼育区画 特定網室 

拡散防止措置の分類 

拡散防止措置は、主に ”P”  (Physical Containment: 物理的封
じ込め）で表します。 

※細胞融合実験の拡散防止措置は、後述する大臣確認申請により決定します。 
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宿主（非遺伝子組換え生物）の拡散防止措置* 
 

 

実験分類（クラス） ＝ 拡散防止措置（レベル） 
        クラス１ ＝ Ｐ１、Ｐ１Ａ、Ｐ１Ｐレベル 
        クラス２ ＝ Ｐ２、Ｐ２Ａ、Ｐ２Ｐレベル 
        クラス３ ＝ Ｐ３、Ｐ３Ａレベル 
        クラス４ ＝ Ｐ４、Ｐ４Ａレベル 

生物に応じた拡散防止措置 

 遺伝子組換え操作を行うことで、宿主の危険性（病原性
や伝達性）が変化することがあります。 
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*カルタヘナ法では、非遺伝子組換え生物の拡散防止措置を
定めていません。ここでは説明の便宜上用いています。 



生物（宿主あるいは核酸供与体） 
性状（病原性と伝達性）・実験分類（クラス） 

拡散防止措置（レベル） 

遺伝子組換え 

実験 

病原性か伝達性が 

変化する。 

病原性と伝達性に 

変化（関係）ない。 

宿主のクラスに相当する 

拡散防止措置 

高 低 

宿主のクラス 

より低い 

拡散防止措置 

宿主のクラス 

より高い 

拡散防止措置 

遺伝子組換え 

実験 

生物に応じた拡散防止措置 
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ハード要件（施設基準） 

・ 実験室・飼育栽培室の構造 
・ 拡散・逃亡させないような装置 
・ 不活化させる装置 

・ ハード要件が確保できるような扱い 
・ 拡散・逃亡させないような方法 
・ 不活化させる方法 

ソフト要件（実施基準） 

＝物理的封じ込め 

拡散防止措置の要件 
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ハード要件（施設基準） 

通常の生物の実験室としての構造及び設備 

・ 適切な方法で不活化する。 
・ 窓の閉鎖、扉の開放厳禁。 
・ エアロゾルの発生を最小限にとどめる。 
・ 漏出や拡散が起こらない構造の容器に入れる。 

・ 取扱い後手洗い等必要な措置を執る。 
・ 施設等に適切な表示「関係者以外立入禁止」を行う。 

ソフト要件（実施基準） 

拡散防止措置 （P1レベル） 

基本的な拡散防止措置です。最も緩やかな要件です。 
20 



実験室が、通常の生物の実験室と
しての構造及び設備を有すること 

★飲食、喫煙、化粧及び食品の保存はしないこと。 
★実験着等を着用し、退室時にはこれを脱ぐこと。 
★常に整理し，清潔に保つこと。 

P1レベルの概要 
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ハード要件（施設基準） 

・ 通常の動物の飼育室としての構造及び設備。 
・ 逃亡の経路となる箇所に、当該遺伝子組換え動物等の習性に応じ
た逃亡の防止のための設備、機器又は器具が設けられていること。 

・ ふん尿等の中に遺伝子組換え生物等が含まれる場合には、それを
回収することができる構造（設備、機器、器具、床等）であること。 

・ 遺伝子組換え生物等の種類ごとに識別することができる措置を
講ずること。 

・ 実験室の入口に、「組換え動物等飼育中」と表示すること。 

ソフト要件（実施基準） 

拡散防止措置 （P1Aレベル） 

拡散防止措置（P1レベル）の要件に加えて、 
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動物種 拡散防止措置の具体例 

哺乳類 （マウス・ラットなど） ネズミ返し・前室の設置、排水口の閉
鎖、ネットの設置（給排気口）等 

鳥類 （ニワトリ、ウズラなど） ネットの設置（扉や室内、給排気口）、
アイソレータ内での飼育等 

両生類（ツメガエルなど） 
魚類（メダカ、ゼブラフィッシュ
など） 

ネットの設置（水槽）、排水口にメッ
シュ状ネットやトラップの設置等 

昆虫 （カイコ、ショウジョウバ
エなど） 

メッシュ状ネットの設置（室内、前室、
給排気口、排水口等）、ハエ取り紙の
設置等 

組換え動物等の習性に応じた逃亡の防止措置の例 

扉・窓、天井・床、給排気口・換気扇、流し・排水口等に対して、逃
亡防止対策が必要です。 23 



ハード要件（施設基準） 

・ 通常の植物の栽培室としての構造及び設備 
・ 植物又はきのこ類である遺伝子組換え生物等の花粉等が飛散し
やすい操作をする場合には、実験室からの排気中に含まれる当
該遺伝子組換え植物等の花粉等を最小限にとどめること。  

・ 実験室の入口に、「組換え植物等栽培中」と表示すること。 

ソフト要件（実施基準） 

拡散防止措置 （P1Pレベル） 

拡散防止措置（P1レベル）の要件に加えて、 
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遺伝子組換え植物の拡散防止措置（P1Pレベル） 

   
   

   
   

   
   

培養・栽培室
の種類 

使用形態 拡散のリスク 拡散防止措置 

照明付きイン
キュベーター 
 

培養室 

シャーレや培養フラス
コ・ジャーなど、密閉
容器で植物や細胞を
培養 

培養容器の破損 インキュベータは扉で、培養室は
扉と窓で閉鎖される構造 

照明付きイン
キュベーター 
 
屋内栽培室 

 

鉢などでの植物栽培 

 
花粉や種子の空
気、排水、ヒトへ
の付着などによ
る拡散 

 

インキュベーターは扉で、栽培室は
扉と窓で閉鎖され、排水はそのま
ま流せない構造。栽培室は可能な
ら前室があり、陰圧で、HEPAフィル

ターを通して排気できるとよい 

閉鎖系温室 

 

鉢などでの植物栽培 

 
花粉や種子の空
気、排水、ヒトへ
の付着などによ
る拡散 

扉と窓で閉鎖され、排水はそのま
ま流せない構造。できれば前室が
あり、陰圧で、HEPAフィルターを通

して排気できるとよい 

（参考） 

特定網室 

鉢などでの植物栽培 

 
花粉や種子の空
気、排水、ヒトへ
の付着などによ
る拡散 

網室は扉で閉鎖され、窓に花粉が
飛散せず、虫が入らない網を設置
し、排水はそのまま流せない構造。
できれば前室があるとよい 

25 



ハード要件（施設基準） 

・ 通常の生物の実験室としての構造及び設備。 
・ 研究用安全キャビネットが設けられていること（エアロゾルが生じや
すい操作をする場合に限る。）。 

・ 建物内に高圧滅菌器が設けられていること。 

・ エアロゾルが生じやすい操作をするときは、研究用安全キャビネット
を用いること。終了後及び付着したときに不活化すること。 

・ 実験室入口と保管設備に「Ｐ２レベル実験中」と表示すること。 

・ Ｐ１レベル、Ｐ１Ａレベル又はＰ１Ｐレベルである実験を同時に行うとき
は、区域を明確に設定すること、又はそれぞれＰ２レベル、Ｐ２Ａレベ
ル若しくはＰ２Ｐレベルの拡散防止措置を執ること。  

ソフト要件（実施基準） 

拡散防止措置 （P２レベル） 

拡散防止措置（P1レベル）の要件に加えて、 
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P２レベルの概要 
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安全キャビネット： 

エアロゾルが発生し
やすい操作を行う場
合に設置する。 

オートクレーブ： 

同一の建物内に
設置する。 



ハード要件（施設基準） 

・ エアロゾルが生じやすい操作をするときは、研究用安全キャビネット
を用いること。終了後及び付着したときに不活化すること。 

・ 実験室入口に、「組換え動物等飼育中（Ｐ２）」と表示すること。 

・ Ｐ１レベル、Ｐ１Ａレベル又はＰ１Ｐレベルである実験を同時に行うとき
は、区域を明確に設定すること、又はそれぞれＰ２レベル、Ｐ２Ａレベ
ル若しくはＰ２Ｐレベルの拡散防止措置を執ること。  

ソフト要件（実施基準） 

・ 研究用安全キャビネットが設けられていること（エアロゾルが生じや
すい操作をする場合に限る。）。 

・ 建物内に高圧滅菌器が設けられていること。 

拡散防止措置 （P２Aレベル） 

拡散防止措置（P1Aレベル）の要件に加えて、 
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ハード要件（施設基準） 

ソフト要件（実施基準） 

・ エアロゾルが生じやすい操作をするときは、研究用安全キャビネット
を用いること。終了後及び付着したときに不活化すること。 

・ 実験室入口に、「組換え植物等栽培中（Ｐ２）」と表示すること。 

・ Ｐ１レベル、Ｐ１Ａレベル又はＰ１Ｐレベルである実験を同時に行うとき
は、区域を明確に設定すること、又はそれぞれＰ２レベル、Ｐ２Ａレベ
ル若しくはＰ２Ｐレベルの拡散防止措置を執ること。  

・ 研究用安全キャビネットが設けられていること（エアロゾルが生じや
すい操作をする場合に限る。）。 

・ 建物内に高圧滅菌器が設けられていること。 

拡散防止措置 （P２Pレベル） 

拡散防止措置（P1Pレベル）の要件に加えて、 
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ハード要件（施設基準） 

・ 実験室が、通常の生物の実験室としての構造及び設備を有すること。  

・ 実験室の出入口に前室（自動的に閉まる構造の扉が前後に設けられ、かつ、更
衣をすることができる広さのものに限る。）が設けられていること。  

・ 実験室の床、壁及び天井の表面については、容易に水洗及び燻蒸をすることが
できる構造であること。  

・ 実験室又は実験区画（実験室及び前室からなる区画をいう。）については、昆虫
等の侵入を防ぎ、及び容易に燻蒸をすることができるよう、密閉状態が維持され
る構造であること。 

・ 実験室又は前室の主な出口に、足若しくは肘で又は自動で操作することができ
る手洗い設備が設けられていること。  

・ 空気が実験室の出入口から実験室の内側へ流れていくための給排気設備が設
けられていること。  

・ 排気設備については、実験室からの排気（ヘパフィルターでろ過された排気（研
究用安全キャビネットからの排気を含む。）を除く。）が、実験室及び実験室のあ
る建物内の他の部屋に再循環されないものであること。 

拡散防止措置 （P３レベル） 
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ハード要件（施設基準） 

・ 排水設備については、実験室からの排水が、遺伝子組換え生物等を不活化する
ための措置が講じられた後で排出されるものであること。  

・ 実験室に研究用安全キャビネットが設けられていること（エアロゾルが生じ得る
操作をする場合に限る。）。  

・ 研究用安全キャビネットを設ける場合には、検査、ヘパフィルターの交換及び燻
蒸が、当該研究用安全キャビネットを移動しないで実施することができるようにす
ること。  

・ 実験室内に高圧滅菌器が設けられていること。  

・ 真空吸引ポンプを用いる場合には、当該実験室専用とされ、かつ、消毒液を用
いた捕捉装置が設けられていること。  

拡散防止措置 （P３レベル） 
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ソフト要件（実施基準） 

・ 遺伝子組換え生物等を含む廃棄物（廃液を含む。）については、廃棄の前に遺
伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。  

・ 遺伝子組換え生物等が付着した設備、機器及び器具については、廃棄又は再
使用（あらかじめ洗浄を行う場合にあっては、当該洗浄。）の前に遺伝子組換え
生物等を不活化するための措置を講ずること。  

・ 実験台については、実験を行った日における実験の終了後、及び遺伝子組換え
生物等が付着したときは直ちに、遺伝子組換え生物等を不活化するための措置
を講ずること。  

・ 実験室の扉については、閉じておくこと（実験室に出入りするときを除く。）。  
・ すべての操作において、エアロゾルの発生を最小限にとどめること。  

・ 実験室以外の場所で遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講じようと
するときなど、実験の過程において遺伝子組換え生物等を実験室から持ち出す
ときは、遺伝子組換え生物等の漏出や、拡散が起こらない構造の容器に入れる
こと。  

・ 遺伝子組換え生物等が付着し、又は感染することを防止するため、遺伝子組換
え生物等の取扱い後における手洗い等必要な措置を講ずること。  

拡散防止措置 （P３レベル） 
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ソフト要件（実施基準） 

・ 実験の内容を知らない者が、みだりに実験室に立ち入らないための措置を講ず
ること。  

・ 実験室においては、長そでで前の開かない作業衣、保護履物、保護帽、保護眼
鏡及び保護手袋（以下「作業衣等」という。）を着用すること。  

・ 作業衣等については、廃棄等の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための
措置を講ずること。  

・ 前室の前後に設けられている扉については、両方を同時に開けないこと。  

・ エアロゾルが生じ得る操作をするときは、研究用安全キャビネットを用い、かつ、
実験室に出入りをしないこととし、当該研究用安全キャビネットについては、実験
を行った日における実験の終了後に、及び遺伝子組換え生物等が付着したとき
は直ちに、遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。  

・ 実験室の入口及び保管設備に、「Ｐ３レベル実験中」と表示すること。  

・ 執るべき拡散防止措置のレベルがＰ３レベル、Ｐ３Ａレベル又はＰ３Ｐレベルより
低い実験を同じ実験室で同時に行うときは、それぞれＰ３レベル、Ｐ３Ａレベル又
はＰ３Ｐレベルの拡散防止措置を執ること。  

拡散防止措置 （P３レベル） 
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P３レベルの概要 



拡散防止措置 （P３Aレベル） 

・ 実験室については、通常の動物の飼育室としての構造及び設備を有すること。  

・ 実験室の出入口、窓その他の動物である遺伝子組換え生物等及び遺伝子組換
え生物等を保有している動物（以下「組換え動物等」という。）の逃亡の経路とな
る箇所に、当該組換え動物等の習性に応じた逃亡の防止のための設備、機器又
は器具が設けられていること。 

・  組換え動物等のふん尿等の中に遺伝子組換え生物等が含まれる場合には、当

該ふん尿等を回収するために必要な設備、機器若しくは器具が設けられている
こと、又は実験室の床が当該ふん尿等を回収することができる構造であること。  

ソフト要件（実施基準） 

・ 実験室以外の場所で遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講じようと
するときなど、実験の過程において組換え動物等を実験室から持ち出すときは、
遺伝子組換え生物等の逃亡や、拡散が起こらない構造の容器に入れること。  

・ 組換え動物等を、移入した組換え核酸の種類又は保有している遺伝子組換え生
物等の種類ごとに識別することができる措置を講ずること。  

・ 実験室の入口に、「組換え動物等飼育中（Ｐ３）」と表示すること。  

ハード要件（施設基準） 
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拡散防止措置 （P３Pレベル） 

・ 実験室については、通常の植物の栽培室としての構造及び設備を有すること。  

・ 排気設備については、植物又はきのこ類である遺伝子組換え生物等及び遺伝
子組換え生物等を保有している植物（以下「組換え植物等」という。）の花粉等が
飛散しやすい操作をする場合には、実験室からの排気中に含まれる当該組換え
植物等の花粉等を最小限にとどめるものであること。  

ソフト要件（実施基準） 

・ 実験室の入口に、「組換え植物等栽培中（Ｐ３）」と表示すること。  

ハード要件（施設基準） 
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エアロゾルと研究用安全キャビネット 

不活化と高圧滅菌器（オートクレーブ） 
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エアロゾル 

気体中に浮遊する微粒子。 
（粉塵等の固体だけでなくミストや霧等の液体も含む） 

エアロゾルが有害である場合、暴露による健康被害や放
出による環境被害のおそれがある。 
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ピペッティング 



• ピペット操作（液の出し入れ、チップ交換、泡がはじける等） 
• チューブ操作（泡立つ時に開ける、液をデカントする等） 
• 遠心操作（すぐに蓋を開ける、液を付着させて遠心する等） 
• 注射器の使用（気泡を排除する、勢いよく噴出させる等） 
• 超音波処理、ホモジネイト操作、グラインド操作 
• 感染動物の解剖やケージ交換（動物が暴れる、排泄物が飛
散する等） 

• 白金耳（付着物がはじける、熱してすぐに液に入れる等） 

エアロゾルを発生させる実験操作 

有害なエアロゾルを発生させる実験操作を行う場合は、経
口感染や経鼻感染、衣類に付着して他者への感染、環境
中への放出（飛散や漏出等）を防ぐために安全キャビネッ
トを使用します。 
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無菌性 作業者の保護 

クリーンベンチ Yes No 

ドラフトチャンバー No Yes 

安全キャビネット Yes Yes 

安全キャビネット、クリーンベンチ、ドラフトチャンバー 
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矢印は空気の流れ 

安全キャビネットの構造と仕組み 

実験で生じたエアロゾルを封じ込め
て安全な実験を実現する装置。 
 
実験で生じたエアロゾルや作業面
から流入した空気は、吸気口で取
り込まれて装置内を移動し、HEPA
フィルタでエアロゾルやその他の微
粒子を完全に除去して、実験面あ
るいは装置外に排出する。 
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安全キャビネットの使用方法 

開始前・実験中 

・ 事前に消毒、運転、稼働状況や気流を確認する。 
・ 作業動線や実験手順を想定し準備する。 
・ 導入する物品を確認する（消毒薬、つめすぎない）。 
・ 吸引ラインや吸引ビンを確認する。 
・ 随時消毒・滅菌する。 

・ 器材・試料等から汚染空気を除去する。消毒後搬出する。 
・ 装置内、実験器具を消毒する。 
・ 殺菌灯を点灯させる。 
・ 不具合があった場合、責任者に報告し必要に応じて修理する。 

終了後 
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不活化 

 遺伝子組換え生物等を滅菌・殺菌、消毒、安楽
死、破砕、焼却などの方法（生物種やその形態・
状態などで異なる）で生存できない状態にさせる
こと。 
 廃棄物に生きた遺伝子組換え生物が混入する
ことのないよう確実に不活化すること。 

 通常、高圧滅菌器（オートクレーブ）あるいは消毒薬
を使用します。 
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・ 不活化の対象となる遺伝子組換え生物等の性質を踏まえ、適
切な処理条件（処理温度、処理時間、一度に処理する試料の量
等）を設定すること。 

・ 不活化の処理が適切に行われたことを確認すること（インジ
ケーターテープ等の資材を活用すること等）。 

・ 実験の管理者が高圧滅菌器の使用状況を把握するなど、適切
な管理体制を構築すること（遺伝子組換え生物等を不活化した
記録を保管すること等） 

・ 高圧滅菌器の特性や使用状況に応じた定期的な管理・点検を
行うこと。（缶体の汚れ・凹み、ふたのパッキン、蒸気漏れ等） 

高圧滅菌器（オートクレーブ） 

内部を飽和蒸気によって高温・高圧にして
微生物等の滅菌を行う装置で、一般的に
は121℃、2気圧、15分以上で使用する。 
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高圧滅菌器（オートクレーブ）の注意点 

使用前 

・ 引火性、爆発性のものを入れて使用しない。 
・ 密閉したもの、ひびや傷のあるガラス器具を滅菌しない。 
・ 詰めすぎない。缶体内の穴をふさがない。 

使用中・使用後 

・ 圧力計がゼロになるまでふたを開けない。 
・ ふたを開けるときに立ち上げる蒸気に注意する。 
・ 高温の液体は突沸することがあるので注意する。 
・ 缶体内や滅菌用の水が汚れたままで放置しない。 
・ 不具合を見つけた場合は直ちに停止し、管理者に通報する。 
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① オートクレーブ設定条件 ： 121℃、2気圧、60分 
 
② 土容量 ： 12.5L（一つのユニット） 
    
③ 土の含水率 ： 50％以下（土の種類を指定） 
    
④ 滅菌バックの口の状態 ： 開放 
    
⑤ 運転の記録およびインジケーターテープによるチェック 
    

例 ： 遺伝子組換え植物栽培後の土壌 
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高圧滅菌器（オートクレーブ）の設定 



商品名等 用法 適用 

次亜塩素酸 
ナトリウム 

ピューラックス(6w/v%) 
 

実験器具等の消毒、実験台、
床等の性状 

広範囲抗菌スペクトル
（細菌、ウイルス全般、
時間をかければ芽胞も） 

エタノール 
2-プロパノール 

消毒用アルコール
(70%) 

実験器具等の消毒、皮膚等の
消毒、他の消毒薬の溶媒 

芽胞を除く全ての微生物 

ポビドン 
ヨード 

イソジン(10w/v%) 手指、皮膚等の消毒 芽胞を除く全ての微生物 

ホルム 
アルデヒド 

ホルマリン水(1%) 
ホルマリン(37%) 

実験器具等の消毒 
室内の薫蒸 

ほとんど全ての微生物 

塩化ベンザル
コニウム 

オスバン(10w/v%) 手指、皮膚等の消毒 
実験器具の消毒 

一般的な細菌、エンベ
ロープのあるウイルス 

グルコン酸クロ
ルヘキシジン 

ヒビテン(20%) 手指、皮膚等の消毒 
実験器具の消毒 

一般的な細菌 

消毒薬 

消毒薬の使用は、適切な濃度、温度（室温）、時間で行います。 
例：0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で30分以上浸漬する。 
  消毒用アルコールで15秒以上手指をすり合わせる。 
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生物種 不活化の方法 

微生物 
（器具、培養液、培地等） 

オートクレーブ、次亜塩素酸ナトリウム 等 
 

微生物 
（実験台、実験機器等） 

７０％エタノール、次亜塩素酸ナトリウム 等 

微生物 
（動物死体・組織や糞尿等） 

動物死体・組織：オートクレーブ 
糞尿：オートクレーブ、次亜塩素酸ナトリウム 等 

哺乳類、鳥類、は虫類、 
両生類 

所定の安楽死措置 
動物種により、凍結や煮沸、消毒薬でも良い 
配偶子や胚：オートクレーブ、消毒薬 等 

魚類 オートクレーブ、凍結や煮沸 等 
配偶子や胚が含まれる飼育水は消毒薬でも良い 

昆虫 オートクレーブ、凍結や煮沸 等 

植物 オートクレーブ、破砕、切断、溶解 等 
土・土壌では、オートクレーブ 等 

生物種による主な不活化方法 
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保 管 

・ 容器の外側に遺伝子組換え生物等である旨を表示する。 

・ 所定の場所（実験室以外の場合予め定めておく）に保管する。 

・ 保管する設備に遺伝子組換え生物等を保管している旨を表示
する。 

保  管 

遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡等しない構造の容器を用いる。 

・ 拡散防止措置が執られた実験室内で保管するか、遺伝子組換え
生物等を保管している旨を表示した保管庫（上述の実験室以外
でもよい）で保管する。 

実験の過程における保管 

ＬＭＯ保管 遺伝子組換え生物等保管 
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・ 実験室外や建物外に持ち出す場合、上述の容器を用いて十分に
注意し運搬する。 

運 搬 
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遺伝子組換え生物等の宿主、核酸供与体・供与核酸、特性、留意
点等の情報を記録に残る方法で事前に提供します。 

遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡等しない構造の容器を用いる。 
（床や地面に落下させても破損しない容器や、二重以上の厳重な梱
包をした容器などを用いる。） 

実験の過程における運搬 

・ 最も外側の容器の見やすい箇所に、「取扱注意」を表示する。 
・ 譲渡者から譲受者へ、所定の情報の提供を行う。 
・ 海外へ譲渡する場合は、定められた様式による表示を行う。 

運搬（他機関への譲渡） 



研究者 （機関 
 長） 

機関内 
委員会 

申請書の 
作成・申請 

機関長 

審査 承認 

文部科学大臣 

申請 

*特に拡散防止措置の確認
が必要な場合に 

遺伝子組換え生物の使用に関わる手続き 

確認 
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作成あるいは使用する遺伝子組換え生物等とその拡散防止措置
を申請します。 
一部の遺伝子組換え生物等は更に大臣確認を必要とする場合が
あります。使用する機関は全て大臣確認申請を行い、その結果に
基づき機関長が承認します。 

機関内審査 

大臣確認* 



・ 増殖力及び感染力のあるウイルス・ウイロ
イドであり、使用等を通じて増殖するもの 
（ただし、バキュロウイルス、植物ウイルス・ウイロイド、ファージ及び
その誘導体、一部の哺乳動物等に感染するウイルスは除く） 

微生物使用実験での大臣確認 

宿主 核酸供与体・供与核酸 

遺伝子組換え生物 
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・ 実験分類が未定で、病原性を有する場合 
 
・ クラス４である場合 
 
・ クラス３である場合 
 
・ クラス２で、特に供与核酸が薬剤耐性遺伝
子である場合 

・ 実験分類が未定で病原性を有する、ある
いはクラス４である場合 

 
・ クラス３で、未同定核酸、又は病原性を高
めると推定される同定済核酸を用いる場合
（認定宿主ベクター系を用いる場合は除く） 

 
・ 薬剤耐性遺伝子である場合（宿主がクラス
２以上である場合全て） 

 
・ 蛋白性毒素に係る供与核酸を用いる場合

(100ug/kg以上) 



・ 大臣確認を要する組換え微生物（自立的増殖能を持ったウイ
ルス）を接種する動物実験 

 

・ 供与核酸が病原性微生物の感受性受容体（有していないもの
に限る）を付与する遺伝子をもつ組換え動物 

 ※ 種特異性から感染しなかった病原性微生物が感染し 
   増殖する可能性がある。 
 

・ 核酸供与体が、以下の場合 
 ・実験分類が未定で病原性を有する、あるいはクラス４である。 
 ・クラス３で、未同定核酸、又は病原性を高めると推定される同定済核酸を用いる。 
 

・ 特定飼育区画で飼育する組換え動物の一部 

動物使用実験での大臣確認 
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その他に、細胞融合実験も大臣確認申請が必要です。 



・遺伝子組換え生物等の漏出または逃亡が発生した場合 
 ただし、実験室内は除く。（対応、報告） 
・遺伝子組換え生物等が盗取された場合（緊急、対応、報告） 
・運搬中に事故が発生した場合（緊急、対応、報告） 
・実験室等への不法侵入が発生した場合（緊急、対応、報告） など 

事故等 
の発生 応急 

措置 

管理者へ 
の通報 
（必須） 

対応 
報告 

委員会・ 
機関長 

文部科学省 

遺伝子組換え生物等に係わる事故等とその対応 
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自然災害等が発生して研究施設が破損し拡散防止措置を執ることが
できない場合は、直ちに応急措置を執るとともに状況や措置の概要を
文部科学省に通報します。 

（必要な場合） 



カルタヘナ法に関わる不適切な事例 
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事例 再発防止対策 

組換え大腸菌の培養液の入ったフラスコを
運搬中に道路に落下させて割ってしまい、培
養液が漏出した。 

・落下させても破損しない容器を用いる。 

・二重三重に包装し密閉して輸送する。 

床敷きの交換時に幼若な組換えマウスを廃
棄してしまった。 

・床敷き交換時にマウスの数を確認する。 

・妊娠や繁殖ケージに目立つタグをつけ注意
喚起する。 

組換えウイルス由来の試薬を不活化せずに
廃棄してしまった。 

・購入試薬を確認する。 

・疑わしい試薬の使用後は念のためオートク
レーブ等で不活化する。 

オートクレーブでの不活化が不完全な土壌を
廃棄して組換え植物が屋外で生育した。 

・オートクレーブで適切な処理条件を検討し
設定する。 

・インディケーターテープを使用する。 



起こりやすい一般的な事故事例 

• スプレッダー使用時にエタノールに引火して火災 

• 高温乾燥機内に可燃物を置いて火災発生 

• ミクロトーム・クリオスタットの刃により切創 

• 試薬（特にＲＮＡ抽出液）が目に入る 

• 高温のアガロースによるやけど 

• ネズミ返しに足を引っかけ転倒（骨折） 
• マウスにかまれたたりひっかかれたり 

• 手術器具が破損し破片で切創 

• 注射器の針が指に刺さる 

• マウスにかまれ軽いアナフィラキシーが発症 等 
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