
2021 年 4 月 日 
 
関 係 各 位 
 

名古屋大学動物実験委員会 
 

2021 年度名古屋大学動物実験講習会の緊急時対応について（通知） 
 
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における名古屋大学の活動指針に従い、動物実

験講習会の開催を延期しております。警戒解除までの当面の間は、別紙「緊急時動物実験講

習会受講手順」の通り、NUCT に掲載の資料および動画により動物実験講習会を受講して

いただき、視聴後に受講届により受講者 ID の申請をしていただくことといたします。 
講習会受講を希望する場合には、以下の URL より動物実験講習会申込書をダウンロード

し、講座または研究室単位でとりまとめの上、動物実験講習会受講専用窓口

（aculecture@care.nagoya-u.ac.jp）にメールで申請してください。受付順に NUCT への参

加登録及び講習会資料（冊子）を送付いたします。 
 
鶴舞：https://www.med.nagoya-u.ac.jp/sisetu/nuonly/files/moushikomi.xls 
東山：http://www.care.nagoya-u.ac.jp/internal/H30LecApplicationFormR.xlsx 
 
受講後は、講座または研究室ごとにとりまとめの上で講習会受講届を提出願います。受講

届につきましては、受講確認者（講座の長・指導教員等）署名入りの写しを動物実験講習会

受講専用窓口にメールにて送付してください。原本の提出は不要です。受講届確認後に研究

企画課研究安全管理係（東山）より受講者 ID を付与いたします。後日受講履歴から受講の

確認をいたします。 
なお、名大 ID をお持ちでない方の受講については受入責任者より動物実験講習会受講専

用窓口（aculecture@care.nagoya-u.ac.jp）にメールでご連絡願います。 
 
講習受講にあたって、以下についてご了承の上申請いただきますようお願いします。 

・ご提出いただいた名大 ID は，本講習 NUCT への参加登録にのみ使用します。 
・本講習での動画視聴の履歴を確認出来なかった場合には再受講の連絡いたします。  

（本件問い合わせ先） 
鶴舞・大幸：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 

内線：（鶴舞）2468, 2473 
メールアドレス：animal@med.nagoya-u.ac.jp 

東山：動物実験支援センター 内線：（東山）6874, 6875, 6876 
メールアドレス：manager@care.nagoya-u.ac.jp 

https://www.med.nagoya-u.ac.jp/sisetu/nuonly/files/moushikomi.xls
http://www.care.nagoya-u.ac.jp/internal/H30LecApplicationFormR.xlsx


緊急時動物実験講習会受講手順 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

動物実験講習会申込書を動物実験部門（鶴舞）または動物実験支援センター（東山）の

以下 URL よりダウンロード。 
鶴舞・大幸：https://www.med.nagoya-u.ac.jp/sisetu/nuonly/files/moushikomi.xls 
東山：http://www.care.nagoya-u.ac.jp/internal/R2LecApplicationFormR.xlsx  

講座または研究室ごとにとりまとめてメールにて申込書を以下に送付（申込書は PW
保護してください）。 

動物実験講習会受講専用窓口（aculecture@care.nagoya-u.ac.jp） 

NUCT よりパワーポイントの資料を入手して、動画による受講。 
なお、講習会の内容について質問などあれば実験動物部門（鶴舞・大幸：内線 2468）

または動物実験支援センター（東山：内線 6875）までご連絡ください。 

全員視聴後は受講届を講座または研究室ごとにとりまとめの上、受講確認者（講座の

長・指導教員等）署名入りの写しをメールにて動物実験講習会受講専用窓口に送付する。

原本の提出は不要。 
【提出先】 

動物実験講習会 NUCT 受講専用窓口（aculecture@care.nagoya-u.ac.jp） 

講座の長または研究室指導教員に人数分の講習会資料（冊子）送付。事務局にて受講

者の NUCT への参加登録。 

事務局で受講届を受領し、研究企画課研究安全管理係より受講者 ID を付与（1 週間程

度かかります）。以下 URL より各自確認。 
なお、後日受講履歴が確認できなかった場合には再受講していただく場合があります。 

http://web-honbu.jimu.nagoya-
u.ac.jp/kenkyushien/doubutujikken/kousyukai/kousyukai.html 

別紙 

https://www.med.nagoya-u.ac.jp/sisetu/nuonly/files/moushikomi.xls
http://www.care.nagoya-u.ac.jp/internal/R2LecApplicationFormR.xlsx


動物実験講習会受講届 
 

名古屋大学動物実験委員会 
委 員 長 殿 

 

以下の者が動物実験講習会を受講いたしましたので受講者 ID の付与を申請いたしま

す。 

 

所属 身分 受講年月日 氏名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（必要に応じて行を追加してください） 
 
 

   年   月   日 
所 属 ：  

職 位 ：   

講座の長または教員名：                     

署 名 ：  

 
※受講者が教員の場合には、講座の長の署名入りの写しをメールで送付 

※受講者が学生の場合には（指導）教員の署名入り写しをメールで送付 

※原本の提出は不要 

                                      
 



April  , 2021  
 
To whom it may concerned 
 

Announcement of online English lecture of "Regulations and 
Guidelines of Animal Care and Use in Research at Nagoya 

University" 
 

Although the severe emergency situation by COVID-19 became somewhat mitigated, there is 
limitation to open the lecture in the classroom.  Thus, The Nagoya University Animal Care and 
Use Committee (ACUC) decided to open online English lecture of "Regulations and Guidelines 
of Animal Care and Use in Research at Nagoya University" and announce the opening of the 
lecture. 
 
To take the lecture, please download the application form from the URL below and fill the 

required information.  Then, mail to ‘aculecture@care.nagoya-u.ac.jp’. 
Application form: http://www.care.nagoya-u.ac.jp/internal/R2LecApplicationFormEng.xlsx 
 
After receiving the form we will register NUCT and send the lecture handout.  Please 

download Power Point Handout and take the lecture by yourself. 
 

When you finish the online lecture, please report the completion to your course director or 
advisor and ask to send a copy of the ‘Report for completion of the lecture’ with his or her 
signature to ‘aculecture@care.nagoya-u.ac.jp’.  The lecture ID will be issued within a week. 
 

We inform that: 
The Nagoya University ID will be used only for the purpose of registration in NUCT. 
When we check the lecture log later and we could not find your log, we may ask to take the 
lecture again. 
 

Contacting address 
Ext. 6874, 6875 and 6876, or mail to ‘manager@care.nagoya-u.ac.jp’ at Center for Animal 
Research and Education (CARE) at Higashiyama Campus 

Nagoya Univ. Animal Care and Use Committee 
  



Direction to issue the lecture ID of "Regulations and Guidelines of Animal Care and Use in 
Research at Nagoya University" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Download application form the URL below 

CARE：http://www.care.nagoya-u.ac.jp/internal/R2LecApplicationFormEng.xlsx  

Mail the application form to ‘aculecture@care.nagoya-u.ac.jp’ (password 
protection is recommended). 

Download Power Point handout from NUCT and take the online lecture. 

If you have questions about the lecture, please contact CARE (Extension 6875, 

manager@care.nagoya-u.ac.jp. 

After complete the lecture, repot to your course director or advisor.  Ask your advisor to 

send a copy of ‘Completion Report of the lecture’ with his or her signature to 

‘aculecture@care.nagoya-u.ac.jp’ 

Lecture handout will be send and registration on NUCT will processed. 

The participant ID will be issued within a week after receiving the report. Please check your  

participant ID from URL below.  

http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/kenkyushien/doubutujikken/kousyukai/kousyukai.html 

When we check the lecture log later and we could not find your log, we may ask to take 
the lecture again. 
 

http://www.care.nagoya-u.ac.jp/internal/R2LecApplicationFormEng.xlsx


 
Completion report of the lecture of "Regulations and Guidelines 

of Animal Care and Use in Research at Nagoya University" 
 
 

To Chairman of Nagoya Univ. 
Animal Care and Use Committee 

 

I certified the person(s) listed below had completed the online lecture of "Regulations and 

Guidelines of Animal Care and Use in Research at Nagoya University".  Please issue the IDs of 

the lecture for the participants listed below. 

 
Affiliation 

(Department/Center and 
laboratory) 

Position in NU Date completion Name 

    

    

    

    

    

(Please add the row when necessary) 
 

Affiliation:  

Position:  

Name of course 
director or academic 
advisor: 

 

Signature 
 

Date:            /       /     

 For faculty members, certification and signature by 
course director is required. 

 For students, certification and signature by academic 
advisor is required. 

 Please submit a copy this form by mail to 
aculecture@care.nagoya-u.ac.jp 

 




