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第１章　キャンパス内における実験・実習の注意点と事故発生時の対応

第１節　化学実験における注意点

１　化学実験時の事故防止
①　実験目的・方法の把握

　事前に，実験の目的や方法，操作手順を理解し，操作ミスによって生じる危険性を把握する。
②　実験時の服装

　危険から身を守るために白衣，ゴーグルを着用し，ハイヒールやサンダル，ビーチサンダ
ル等，不安定な履物をやめて適切な服装で実験を行う。必要に応じて実験用グローブを使用
する。

③　実験中の態度
　実験室内では飲食や喫煙をしてはならない。火気使用時は周囲に引火性物質を置かない。

④　化学薬品に対する知識
　実験で使用する化学薬品の発火性・爆発性・毒性等の危険性を事前に理解する。

⑤　実験機器に対する知識
　使用する実験機器の特性および使用上の注意点を理解する。

⑥　実験環境の整備
　事故の発生を防ぐために，実験台ならびに実験室の整理整頓を心がける。

⑦　実験後の処理
　実験廃液や廃棄物の処理は指定された方法で行う。また，ガス・水道は閉栓し，実験装置
の電源は切る。

２　化学実験の事故発生時の対応
①　火災

　火災が起きた場合は大声で周囲と教員に知らせ，ガスの元栓などを閉め，可燃物を除去し，
消火する。消火器での鎮火が困難と判断した場合は，消防署に通報し避難する。避難経路は
事前に確認する。

②　火傷
　衣服に着火した場合，火を手ではたくか床にころがって消火する。消火できない場合は，
緊急シャワーなどで多量の水をかける。火傷が軽度の場合は，患部を水で 30 分以上冷却する。
その際，氷よりも水の方が望ましい。重傷の場合は患部を冷却し，直ちに保健室（医師また
は看護師）で処置を受ける。

③　目や皮膚への試薬の付着
　直ちにゆるやかな流水で洗浄する。危険と判断される試薬が付着した場合は，保健室等で
処置を受ける。

④　ケガ
　ガラス等の破片が付着している場合は除去後，指やガーゼで止血し，保健室等で処置を受
ける。
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⑤　地震
　地震発生時には，実験を直ちに中止して，火元（ガスの元栓等）を切り，実験台上の試薬
の転倒や機器類の落下から身を守る。避難する場合は，教職員や実験指導補助者（TA）等
の指示に従う。

第２節　実験動物を使用する実験・実習における注意点

①　日本大学動物実験運営内規および日本大学動物実験マニュアルに従って行う。また，感染
動物を取り扱う場合は，日本大学生物資源科学部病原体等安全管理指針に従う。

②　事前に実験動物の飼育管理，取り扱い，保定上の注意点や動物実験に伴う危険性について
理解する。

③　実験・実習を行うにあたっては，実験着の着用，必要に応じて手袋，マスク，ゴーグルの
使用等，適切な衣服を着用する。

④　動物実験を行う施設の使用法・規則を遵守する。
⑤　動物に対するアレルギーの有無については，事前に確認し，アレルギーが生じる恐れのあ

る場合は，直接的な接触を避ける等の予防策を講じる。
⑥　動物からヒトへの感染を防ぐため，安全が確認できない動物を取り扱う場合は，手袋，マ

スク等を必ず着用する。
⑦　動物の組織，血液，排泄物等の処理，取り扱いや感染・汚染の危険性について理解する。
⑧　採血や投薬に伴う誤刺は重大な事故に繋がるので，実施時は細心の注意を払う。万一，誤

刺事故が発生した場合は直ちに保健室で応急処置を行い，必要に応じて医師の診断を受ける。
⑨　咬傷事故を防止するため，できるだけ咬傷防止用手袋を使用する。なお，アレルギーを生

じる危険性のある者は，常時手袋を用いて動物を取り扱う。事故発生時は直ちに感染症専門
医等の診断を受ける。

⑩　動物実験に伴って生じる医療廃棄物やこれに相当する廃棄物の処理は，マニュアルに従い
適正に行う。

第３節　遺伝子関連実験における注意点

　遺伝子を取り扱う実験の注意点は，基本的には化学実験を行う際と同様である。微生物実験
は，細菌等によるバイオハザード（生物災害）に注意しなければならない。組換え DNA 実験
は，バイオハザードの防止とともに，組換え体の環境への拡散を防ぐ封じ込めの措置が重要で
ある。本節では，微生物の遺伝子組換え実験を想定して，１〜７項の注意点を挙げる。法的規
制については，文部科学省の「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たっ
て執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成 16 年文部科学・環境省令第１号）」を遵守する。
なお，すべての遺伝子組換え実験は，実験計画書を学部の「遺伝子組換え実験安全委員会」に
申請し，審査を受ける。
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１　実験室
①　実験室以外の区域では実験を行わない。
②　実験室また実験区域では，飲食・喫煙・飲食物の持込み等は禁止し，一般区域とは明確に

区別する。

２　閉鎖系実験室
①　実験中は実験室の窓および扉は閉じる。
②　法令にしたがって，扉に“実験中”であることを明示する。

３　実験室内外における組換え体の拡散防止
①　実験室のネズミ類や昆虫等の防除・駆除を行う。
②　実験の際，白衣を着用する。また必要に応じてマスク・手袋・ゴーグル等を着用する。
③　実験中に汚染した場合，その遺伝子組換え生物を不活化できる手法で，当該箇所を直ちに

消毒する。また，汚染した機器等についても消毒または滅菌を行う。
④　実験終了後は，使用した実験台を消毒する。
⑤　組換え DNA 実験や微生物実験の終了後および実験室を出る際には，手洗いを行う。また

その際，使用した白衣を脱ぎ，実験室外への拡散を防止する。
⑥　試料は拡散しない構造の容器に入れ，その旨を表示する。

４　オートクレーブによる処理
①　遺伝子組換え生物等の実験終了後の処理は，オートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）等の処理

を行う。実験室内にオートクレーブを備え，実験室内で組換え体を処分することが望ましい。
②　細菌を含む培養液や組換え DNA 実験に関わった廃棄物は，オートクレーブ処理により滅

菌した後に分別して廃棄手続きに従い処理する。

５　実験者の汚染防止　
①　ピペット操作には機械式ピペットを用い，口で吸引するピペット操作は行わない。
②　注射器を用いる場合は，針刺し事故に注意する。

６　細菌等を含むエアロゾルの発生および拡散の防止
①　すべての操作においてエアロゾルの発生を最小限にするよう注意する。
②　超音波破砕処理やブレンダー処理等ではエアロゾルが発生するため，安全キャビネット内

で操作を行うことが望ましい。
③　凍結乾燥器や遠心分離器等を使用する際も，エアロゾルが外部に漏出しないよう行う。

７　健康への留意
　感染した恐れがある場合，担当教員に連絡するとともに，直ちに医師の診断を受ける等の適
切な措置をとる。
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第４節　スポーツ実技教育における注意点

　体育施設の安全管理については事前に適切な管理指導を受ける。特にスポーツ実技において
は，以下の点に注意する。
①　スポーツ実技に影響する持病がある場合は，事前に教員に申し出る。
②　健康診断の結果から，健康上留意すべき事項（心臓疾患，脳疾患等）がある場合は，保健

室に相談する。
③　実技種目により予想される事故を想定し，事故防止に努める。
④　用具については，最適な用具を選び使用する。
⑤　体育施設の環境条件（温度，湿度，換気）に注意する。
⑥　スポーツ等のルールを厳守する。
⑦　自分の技術の程度を考えて行動する。
⑧　スポーツ実技は，競争心や技術の程度で心理的な影響を受けるので，安全確認に十分に注

意する。
⑨　普段より健康状態を把握し，過激なスポーツ運動に対しては十分に注意する。

第５節　農場実習における注意点

１　農場実習時の事故防止
①　農場実習を実施する際には，実習服・実習靴・帽子・手袋を着用する。
②　実習内容の説明を受け，その内容を十分に理解する。
③　簡易な農具等を使用する場合には，農具の用途や使用方法，危険性を良く理解した後に実

習を受ける。
④　露地で小型・大型農業機械を用いる場合は，指導教職員の指示に従い，十分に注意して取

扱う。
⑤　歩行用の耕運機や特殊農機具を使用する場合は，その機械の特性や操作方法を事前に理解

する。
⑥　④，⑤について，資格が求められる場合は必要な資格を有する者が定められた安全条件が

満たされている場合にのみ行うことができる。また，本学部付属施設（農場，演習林，下田
臨海実験所，富士自然教育センター）での乗り物の運転は基本的には免許取得の指導教員が
行う。

⑦　実習後の使用機械や農機具等の洗浄時に起きる手足の切傷事故を防止するため，洗浄方法
を良く理解する。また，農具を収納する時も事故に注意する。

⑧　アレルギーに対する反応や熱射病，熱中症等に注意する。
⑨　農薬を散布する場合は，直接体に農薬が付着しないように長袖・長ズボンなどの服装を着

用し，必要に応じて，マスク，手袋，帽子，ゴーグルを用いる。
⑩　実習地までの移動や農機具の運搬で公道を利用する場合がある時は，交通規則を守り，安

全に配慮する。
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２　事故発生時の対応
①　実習中に体調が不良となった場合や軽いケガをした場合には，直ちに実習を中止し，指導

教職員の指示を受け保健室において医師または看護師の処置を受ける。
②　実習中に農機具などで重度のケガをした場合は，応急処置後，直ちに消防署に救急車の要

請を連絡し，処置を受けると共に，学生課に連絡する（資料 3，p.20）。
③　実習の実習地移動時における公道での交通事故の場合は，現状を把握し，直ちに消防署・

警察署と学生課に連絡する。

第６節　牧場実習における注意点

①　実習を計画する際の注意点
　フィールドにおける実習は室内の実験・実習とは異なる危険が数多く存在する。特に大動
物との接触や農業用機械の使用時は重大なケガや事故につながる可能性がある。さらに，自
らのケガや事故に止まらず，周囲の人々を巻き込む危険性があることを実習前に十分理解し
ておくことが重要である。

②　具体的注意点
（１）　実習に先立ち，本人と保護者の住所・名前・電話番号，携帯電話番号等を担当教員に

連絡する。
（２）　万一の体調不良に備え，健康保険証またはそのコピーを用意しておく。 
（３）　実習の前には破傷風の予防接種を行う（予防接種が可能な病院の紹介や予防接種に要

する費用の補助に関する事項は保健室で対応） 。
（４）　既往症やアレルギー等の有無を，事前に調べておく。 
（５）　実習においては，実習着・帽子・長靴・軍手（搾乳等一部実習を除く）等を必ず着用する（正

しい服装は実習効果を高めるばかりでなく，事故・危険の防止の上からも重要である）。
（６）　不注意は事故やケガの原因となるので，緊張感を持って実習を行う。宿泊等による早

朝の実習作業を行う場合は当日の体調に十分留意する。
（７）　大動物の飼養管理においては個体ごとに性格や行動様式が異なることに留意して行動

し，特に，突発的な動きは避け，また，無防備に背を向けないようにする。
（８）　大動物や農業用機械への接近は危険を伴うことを認識し，特に ｢踏まれる｣ ｢蹴られ

る｣ ｢尾で打たれる｣ ｢噛まれる｣ ｢挟まれる（押し潰される）｣ ｢つつかれる｣ 等に注意する。
（９）　実習着や長靴を着用したままで，食堂等へ立ち入らない。食事の前には手洗いとうが

いを徹底する。

第７節　食品製造実習における注意点

　食品製造実習では，食品衛生の重要性を理解し，汚染や劣化から食品を守ることの意義と責
任を充分に理解する。
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１　健康状態の確認
　下痢・腹痛・発熱・喉の痛み・火傷や切り傷等の皮膚の損傷等が認められる場合は，担当教
員に連絡および担当教員の指示に従う。症状により実習には参加しない。

２　清潔の確認
　食品を取扱う者は常に清潔を保持しなければならないので，以下の点に注意する。
①　清潔な作業着（白衣等），頭の覆い（ヘアーネット等），手袋，マスクおよび専用履物を着

用する。作業衣として白衣を使用する場合は，機械類に巻き込まれないように袖口を締め，
ボタンやひものほつれに注意する。

②　実習室に入る直前に石けん・爪ブラシ（爪はできるだけ短く切っておく）・消毒剤等を用
いて，手指の洗浄・消毒をする。

③　実習室内に入室する際は，粘着ローラー等で着衣についた頭髪・ゴミ等を除去する。つぎ
に，手指を洗浄し，履物の汚れや異物を消毒槽で除去する。

④　実習中にトイレや実習室外に行く場合は，作業着を脱いでから移動する。再度，実習室に
入室する際は，上記③と同様の作業を行って入室する。

３　禁止行為
①　官能検査以外の実習中の飲食や喫煙は禁止する。
②　食品の上ではくしゃみや咳をしてはならない。
③　異物混入を避けるため，腕時計，指輪，ブレスレット，イヤリング，ピアス，ヘアーピン，

爪のマニキュアおよび強い香水などを身に付けたり，持ち込まない。実習中のメモは，ボー
ルペンで行い，鉛筆やシャープペンシルを使用しない。

４　施設・設備の維持
　施設・設備を常時点検し，食品製造実習が適切に実施できる環境を常に確保する。
①　施設内（天井・壁・空調関係）や施設の周囲は定期的に清掃・点検し，清潔を維持する。
②　照明設備は定期的に点検し，照度も適正にする。
③　施設内の窓や出入り口は，不必要に開放しない。
④　ネズミ類や昆虫が侵入したり，生息しないように定期的に点検する。
⑤　食品と接触する装置や容器，処理台は汚染を避けるため，適時清浄・消毒する。
⑥　床には不要な物を置かず，排水および洗浄が適切にできるようにする。
⑦　給水設備は食品の安全性を損なわないように定期的に検査する。
⑧　実習終了後に器具や工具の紛失がないか確認する。
⑨　各種機械や器具類は破損・故障の確認を常時行う。
⑩　手洗いのための石けん・爪ブラシ・ペーパータオル・殺菌液等は常備し，点検する。
⑪　実習終了後は，施設内（床・壁等）および設備（器械・器具等）は洗浄殺菌を行い，点検

する。
⑫　廃棄物の除去および保管はマニュアルに従う。
⑬　上記の全ての検査結果を記録し，保存する。
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第８節　レクリエーション等の行事参加における注意点

①　開催の趣旨や目的およびプログラムの内容を周知徹底し，可能な限り予行演習を行う。
②　行事の開催会場，参加者の予想人数，各催し物の収容人数を確認し，事故発生時の避難通

路の指示を事前に把握する。
③　救急医療場所を設け，看護師又は医師を待機させる。特に休祭日に開催する際は，開業し

ている医療機関等を事前に確認する。
④　参加者の年齢，性別，運動能力等に合わせてプログラムを計画して，無理のない開催運営

を行う。
⑤　屋外での開催時は天候，気温，湿度等の気象条件を考慮して，天候が急変した場合は行事

の中止やプログラムの変更を行う。
⑥　開催役員は施設，設備，用具等の安全を確認し，事故の防止に努める。行事日にはリボン

や腕章，名札等をつけて運営管理にあたる。
⑦　万一事故が発生した時には，救急医療機関に速やかに連絡し（資料 2，pp.16 〜 19），救

急処置を行う。
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第２章　キャンパス外における実験・実習の注意点と事故発生時の対応

第１節　キャンパス外における実験・実習の注意点

１　一般的な心構え
①　キャンパス外での教育研究活動の場所は，洋上，海岸，河川，耕作地，森林，さらには山

岳地帯等，広範囲に及ぶ。これらの場所では，小さな不注意が大きな事故を誘発することが
あり，行動には細心の注意が必要である。

②　キャンパス外で実験・実習を行う場合には，重大なケガや生死にかかわる事故に自らが遭
うばかりでなく，周囲の人々を事故に巻き込む可能性もあることを肝に命じ，事前の事故防
止対策に万全を期す。

③　事前に情報収集を行うとともに詳細な活動計画を立案し，指導教職員から許可を受ける。
もし指導教職員が同行できない場合には，現地の安全性と連絡方法を指導教職員と確認する。

④　現地では細心の注意を払い，安全第一で活動するよう心がける。事故等不測の事態が生じ
た場合には冷静に行動し，最善の対応と適切な処置を講じ，速やかに指導教職員に連絡する。

２　事前届出
　事前に実施計画書を教務課に提出する。計画書にはキャンパス外活動の場所，日程，参加者
の名前と緊急連絡先，宿泊場所，移動手段，緊急時の連絡先方法等を記入する。

第２節　キャンパス外における実験・実習の事故対応

１　資格と法令遵守
①　キャンパス外で実験・実習を行う場所および実施については，法令等を遵守しなければな

らない。実習を行う際，関係機関と調整する必要がある場合は，あらかじめ関連・所管する
機関・団体等に連絡・相談して所定の届出を行い，許可を得る。許可証は実験・実習期間中，
必ず携行する。

②　乗り物（自動車，オートバイ，船舶等）の運転は，免許証を所有し，かつ十分な運転経験
を有する保険加入者が行う。

③　止むを得ず学生が自動車やオートバイ等を利用する場合は，事前に指導教職員から許可を
受け，交通法規を遵守し，安全運転に心がける。

④　本学部付属施設（農場，演習林，下田臨海実験所，富士自然教育センター）での乗り物や
作業用特殊車輌（船舶，トラクター，クレーン，フォークリフト等）の運転は，基本的には
免許を所持する指導教職員が行う。

⑤　労働安全衛生法に定められた国家資格または安全教育（特別教育）が必要とされる行為（ス
キューバダイビング，潜水）や作業用機械（天井クレーン等）の取り扱いは，必要な資格を
有する者が，定められた安全条件が満たされている場合にのみ行うことができる。

⑥　トランシーバーやその他の無線を使用する場合は，アマチュア無線免許や船舶無線免許等
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が必要なものもあるので注意する。

２　連絡・通信手段の確保
①　事故が発生した場合の病院等医療機関の所在地連絡先（資料 2，pp.16 〜 19），大学との

連絡方法や緊急連絡網（資料 3，p.20）をあらかじめ把握する。
②　携帯電話等の通信手段を常に用意する。携帯電話の電波が届かない場所・地域へ出かける

場合には，できれば衛星通話が可能な携帯電話，トランシーバー，アマチュア無線（免許要）
や船舶無線（免許要）等を用意する。

３　健康管理
①　実験・実習中は自己の体調を把握する。体調がすぐれない場合は早めに指導教職員に連絡

し，実習参加を中止したり，健康状態を見て病院へ行く等の措置をとる。
②　無理な行動は絶対にしない。
③　キャンパス外での実験・実習の現場では，その環境により様々な健康への影響が予想され

る。炎天下の作業では熱中症・脱水症に，また，寒冷期には凍傷・霜焼け等に注意する。
④　長時間にわたり水中にいたり，濡れた衣服を着用していると，体温・代謝機能の低下を招

き，危険な症状（低体温症候群：ハイポサーミア）を引き起こすことがあるので，夏期でも
注意する。

⑤　実習中は十分に休息・睡眠をとる。

４　安全の確保　
①　キャンパス外での実験・実習では，屋内よりも不測の事態に遭遇する場合が多いことを十

分に認識し，安全を確認しながら実習を行う。
②　現場では，危険回避のため指導教職員の指示に従って複数名で行動し，単独行動は極力避

ける。
③　実験・実習計画の遂行にあたっては，時間に余裕を持って行動する。また，安全確保のた

め，参加者の健康状態や天候・自然条件等様々な状況を考慮して，実験・実習内容・計画が
変更されることがある。

④　器具・機器・機械を適切に使用し，作業は安全な工程で行う。操作に危険を伴う場合には，
使用方法や作業工程を十分習熟した者が操作，あるいはその者の指導のもとで操作する。

５　服装・装備
①　現地では，場所および内容に応じて作業性・安全性等に優れた服装を着用する。基本的に

は肌の露出部分の少ない作業着・手袋・長靴等を着用し，必要に応じてヘルメット・ライフ
ジャケット・安全靴等を着用する。

②　船舶を使用する実習時には，必ずライフジャケットを着用する。夏期好天時の乗船実習時
には，長袖・長ズボン・帽子・サングラス等を着用し，日焼け対策をする。風雨・水飛沫に
さらされる場合には，撥水・防水性に優れた雨合羽やウインドブレーカーを着用する。船上
では長靴やアクアシューズ等滑りにくい靴を履き，裸足やサンダル履きは絶対に避ける。
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③　器具・機械の故障や誤った使用によりケガ等の事故を起こすことのないように，事前にメ
ンテナンスを施し，使用方法や作業工程を十分に習得する。

④　キャンパス外での実習は，すり傷や切り傷等負傷することが多いので，外傷用の消毒薬や
絆創膏等を常備する他，風邪薬・解熱剤・鎮痛剤・胃腸薬・防虫剤・湿布薬・酔い止め等の
医薬品や包帯・テープ・ハサミ・ピンセットや体温計等の医療器具を用意する。また，健康
保険証あるいはそのコピーを携行する。

⑤　飲料水および食料をすぐに確保できない場所へ出かける際には，十分な量の飲料水および
携帯食を用意する。

６　天候への対応
①　現地の気象情報を常に収集し，実習期間中の天候（風雨・台風・雪）の変化を予測する。

荒天が予想される場合には，安全を最優先し，実習を中止あるいは内容を変更することが
ある。

②　実習中に荒天になった場合には，速やかに安全な場所に避難し，身の安全を確保する。

７　落雷への対応
①　雷鳴が遠くで聞こえたら，速やかに安全な場所に避難する。
②　雷が発生したら，落雷に注意する。落雷事故に遭わないためには，安全な場所（自動車，

ビル等頑丈な建物の中）に避難する。
③　屋内に避難できない場合には，高さ30メートル以下の高い物体の安全地帯（物体から4メー

トル以上離れ，物体の頂上を見上げて角度 45 度の内側）で姿勢を低くする。
④　金属類を体から外しても危険であることを認識する。また持ち物を自分の頭より高く突き

出さないようにする。
⑤　高い樹木は危険なので近寄らない。

８　自然災害への対応
①　天候等の気象条件の他，地震・落石・崖崩れ・河川の増水・洪水・潮汐や波浪・積雪や雪

崩等現地の自然条件に関する情報を常に収集する。状況によっては実習の中止や内容の変更
等がある。

②　豪雨に遭った場合には，河川の増水・洪水・土石流・落石・崖崩れ・ぬかるみ等に注意する。
③　海上・沿岸部では，風・波・潮の流れ（特に潮汐流や離岸流）に注意する。特に一定方向

から弱い風が吹いて波が常時約 1 メートルの場合，約 1,000 波に１波は約 2 メートル，数千
あるいは数万波に１波はそれ以上の高波となり，このような高波にさらわれる事故が多いの
で注意する。　

④　台風等荒天の後，天候が回復しても海洋ではしばらくの間は波浪やうねりが続く場合が多
いので，高波には十分に注意する。

⑤　地震が発生した場合には，地面の陥没，建物の崩壊・火災・落石・崖崩れ等にまき込まれ
ないように注意し，沿岸部では津波等の災害に注意する。

⑥　冬季から春季の山間部および湖沼・河川での実習の際には，凍結・結氷・雪崩・割氷・融
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氷・融雪による河川の増水や洪水等に注意する。
９　有毒生物および危害を及ぼす恐れのある生物への対応

①　現場では，むやみに素手や素肌で動植物に触れない。動植物の中には有毒なものがあり，
それらに触れたり，刺されたり，噛まれたりすると，皮膚のかぶれ・ただれ，紅斑，湿疹が
できたり，激痛を伴なう水泡，腫れ，化膿，裂傷等ができ，場合によっては生死にかかわる
こともあるので，十分に注意する。

②　野生の動物の中には，様々な特有の病気や人・動物共通の病気に感染しているものがいる。
それらの病原体が人間に感染すると発病することがあるので，動物への直接接触を避け，ま
た，排泄物等にも接触しないように注意する。

③　被害に遭った時には，できる限り原因となる生物を特定し，それぞれの症状に適した患部
の消毒や解毒等の応急措置をとる。 

④　紅斑，湿疹，水疱が体の広範囲に広がる時や，発熱，めまい，頭痛，吐き気，運動神経の
麻痺，呼吸困難等の全身症状がある時は，速やかに医療機関で受診する。また，車の運転を
最小限にとどめ，やむを得ず運転する場合は十分に注意すること。

第３節　キャンパス外における事故発生時の対応

１　事故の発生状況の把握
　事故が発生した場合には，どのような事故が発生し，どのような状態になっているかを，で
きるだけ落ち着いて正確に把握する。特に，現在危険な状態におかれていないか，ケガ人はい
ないかといった状況把握を心がける。

２　危険な状況におかれた場合
　事故によって危険な状況におかれた場合には，そのような状況から速やかに脱出する。本人
だけで脱出できない時は，周囲に救助を求める。

３　二次災害発生の防止
　事故による二次災害が発生しないように，その事故状況に応じた防止を図る。例えば自動車
事故の場合には，事故現場から余裕をもたせた手前の路上に警告の停止表示板を立て，発炎筒
を発火させる等の措置を行い事故現場よりも安全な場所に避難する。

４　ケガ人・病人が発生した場合
　ケガ人や病人が発生した場合には，その症状に応じて救護措置を行う。また，その症状によっ
ては救護措置と同時に 119 番，または海難事故の場合には 118 番に通報して救急隊を呼び，さ
らに周囲に協力を求める。
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第３章　海外研修における注意点と事故発生時の対応

基本的な注意点

　海外研修では，健康管理，事故防止，安全衛生管理を含め十分な対応をし，情報を事前に収
集し，対策を立てる。また， 海外では毎年５万人が狂犬病により死亡している。むやみにイヌ
等の動物に接触せず，万が一咬まれた場合は，すみやかに現地の病院で受診すること。

１　海外研修前の準備
①　海外研修に当たっては，次のような点を理解・把握しておくことが必要である。また，必

要な場合には出発前に研修を行ない，外務省や在外公館のホームページ等を利用して情報を
収集する。

（１）　研修先の国や地域の国際情勢の変化や動向（テロ，天変地異，流行感染症等），危機情報・
危険度。 

（２）　研修先の国や地域の風俗・風習，式祭典の特徴や倫理感等の文化的・社会的な違い。
（３）　研修先の国や地域の対日感情や日本人に対する感情。 

②　研修中の諸注意や連絡についてのオリエンテーションや説明会に出席する。
③　「海外旅行傷害保険」あるいは「留学保険」等には必ず加入する。
④　研修前には必ず健康診断を受ける。 

２　海外研修中の連絡体制
　「海外研修中の緊急連絡網（資料3，p.20）」についてあらかじめ説明を受け，出発前に確認する。
①　連絡網の確立

　事故発生時の連絡網は，以下の点を明確にする。　
（１）　現地の受け入れ先と連携し，迅速な対応を図る。
（２）　現地の公的機関へ連絡し，必要に応じて救助を要請する（資料 3，p.20）。
（３）　学部へ連絡し，対応を協議し，必要に応じ救助班の派遣等を依頼する。また学部は関

係機関や保護者へ連絡する。
②　研修先での学生が行う対応

　事故発生時の学生が行う対応は，以下の通りである。
（１）　研修先等の緊急連絡先ならびに指導教職員へ速やかに連絡する。 
（２）　緊急連絡網に基づき，学生課へ速やかに連絡する。
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資料１

AED（自動体外式除細動器）の設置場所

AED設置場所

❶本館１階アトリウム正面
❷保健室（２号館）前
❸正門警備員室
❹１号館１階
❺体育館管理室前
❻図書館 1 階
❼動物病院入口
❽生物資源生産実習センター入口
❾ 6 号館 1 階
❿ 12 号館ガレリア階（地下 1 階）
⓫日本大学藤沢高等学校本館
⓬日本大学藤沢中学棟
⓭日本大学藤沢小学校
⓮日本大学藤沢高等学校・中学校　体育館
⓯ NF グラウンド
⓰野球場

体育館体育館

3号館・
博物館
3号館・
博物館 2号館2号館

⓬
⓭

⓯

❺

❻

❸

❷

⓫⓰
⓮

❹
❾

❽

❼

❶❿
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参考資料
　セコム株式会社
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参考資料
　セコム株式会社
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資料２

緊急医療機関一覧表
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◎学生課への連絡
連絡先　学生課　０４６６−８４−３８３０（内線　２０３０）
　　　　保健室　０４６６−８４−３９０１（内線　２３７９）
　　　　守衛所　０４６６−８４−３８０２（内線　２０６０）

事故発生時の緊急連絡網

海外研修中の緊急連絡網

資料３

当事者

当事者
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資料４

当事者

当事者

③学部の委員会で審査

③ 学部の委員会で審査

ので１８０日を越える前に必ず

⑤ 日本大学本部の委員会で審議，給付額決定
　 　学生課に報告すること

⑤日本大学本部の委員会で
　審議，給付額決定

⑥

④

⑥

当事者
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連絡をする際には，「いつ，どこで，誰が，どうしたのか」を正確に伝えることが大切です。

◎病気・ケガ（救急車を呼ぶ場合）

連絡先 : 消防署（119）
指令員　119 番＿＿消防です。火災ですか？救急ですか？
通報者　救急です。
指令員　場所はどこですか？
通報者 （学内の場合）日本大学生物資源科学部＿号館＿階＿室です。
　　　　住所は，藤沢市亀井野 1866 です。
指令員　どうしましたか？
通報者　負傷者（病人）が出たので救急車を頼みます（年齢，性別，既往症等，状況をできるだけ
　　　　詳しく連絡）。
指令員　電話番号とお名前を教えてください。
通報者　私は，＿＿＿＿です。電話番号は，＿＿＿＿＿＿＿＿です。

◎火災（消防車を呼ぶ場合）

連絡先 : 消防署（119）
指令員　119 番＿＿消防です。火災ですか？救急ですか？
通報者　火災です。
指令員　場所はどこですか？
通報者 （学内の場合）日本大学生物資源科学部＿号館＿階＿室です。
　　　　住所は，藤沢市亀井野 1866 です。
指令員　どこが（何が）燃えていますか？
通報者　＿＿＿＿が燃えています（禁水物質，毒，劇物等，状況をできるだけ詳しく連絡）。
指令員　電話番号とお名前を教えてください。
通報者　私は，＿＿＿＿です。電話番号は，＿＿＿＿＿＿＿＿です。

◎トラブル・犯罪等（警察を呼ぶ場合）

連絡先 : 警察署（110）
指令員　何かありましたか？
通報者　事件，事故の内容を連絡。
指令員　いつですか。
通報者　事件，事故の発生時間を伝えてください。
指令員　場所はどこですか？
通報者　場所を伝えてください。
指令員　電話番号とお名前を教えてください。
通報者　私は，＿＿＿＿です。電話番号は，＿＿＿＿＿＿＿＿です。

緊急連絡時の電話のかけ方（例）

資料５
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Ⅱ　感染症対策
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第１章　感染症法による感染症の類型

１　学校感染症の種類（学校保健安全法施行規則第 18 条）

２　登校停止の期間
①　第一種の感染症・・・完全に治癒するまで
②　第二種の感染症・・・病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認

めたときは，この限りでありません。

③　第三種の感染症・・・病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認
めるまで。

④　その他の場合・・・・
 • 第一種もしくは第二種の感染症患者を家族に持つ家庭，または感染の疑いが見られる

者については学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
 • 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については，その発生状況

により必要と認めたとき，学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
 • 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については，その状況により必要と

認めたとき，学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

第一種
感染症

エボラ出血熱，クリミア・コンゴ出血熱，痘そう，南米出血熱，ペスト，マールブルグ熱，ラッサ熱，急性灰白髄炎，
ジフテリア，重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限
る。），中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る。）及び
特定鳥インフルエンザ（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）
第 6 条第 3 項第 6 号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第 19 条第 2 号イにおいて同じ。）

第二種
感染症

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。），百日咳，麻しん，流行性耳下腺炎，風しん，水痘，
咽頭結膜熱，結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

第三種
感染症

コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸菌感染症，腸チフス，パラチフス，流行性角結膜炎，急性出血性結膜炎
その他の感染症
＊この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として，溶連菌感染症，ウイルス性肝炎，
手足口病，伝染性紅斑（りんご病），ヘルパンギーナ，マイコプラズマ感染症，流行性嘔吐下痢症，アタマジラミ，
水いぼ（伝染性軟疣腫），伝染性膿痂疹（とびひ）

インフルエンザ
　※特定鳥インフルエンザ及び
　　新型インフルエンザ等感染症を除く

発症した後５日を経過し，かつ，解熱した後２日（幼児にあっては，３日）を経過す
るまで

百日咳 特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻疹 解熱後３日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺，顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し，かつ，全身状態が良好
になるまで

風疹 発疹が消失するまで

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで

結核 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。

髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
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資料６

TEL  0466 84 3901

※この用紙は，学部の学生生活ホームページからダウンロードできます。
※試験・授業等の欠席に関しては，必ず別途教務課に届け出てください。
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第２章　新型感染症対策

第１節　基本方針

　新型感染症による健康被害を最小限に抑え，大学が果たすべき教育・研究・社会貢献への影響を
極力小さくするため，権限と責任を伴った体制を作り，その指揮系統下で学生・教職員が秩序ある
行動をとれるように本マニュアルを策定する。なお，本マニュアルは，日本における「２００９年
新型インフルエンザ」対策を元に策定している。今後，日本国内において新型感染症が発生した場
合，厚生労働省その他署官庁によって指示された対応策において対処する旨付け加える。

第２節　新型感染症の発生段階

  国の新型感染症対策行動計画では，新型感染症が発生する前から，国内で発生し，パンデミック
を迎え，小康状態に至るまでを５つの段階に分類して，それぞれの段階に応じた対策等を定めてい
る。これは世界保健機関（ＷＨＯ）が宣言（実施）するフェーズを参考にしつつ，我が国の実情に
応じた戦略を検討するのに適した段階として定めたものである。

表．新型感染症の発生段階

発生段階 状　　態
前段階（未発生期） 新型感染症が発生していない状態
第一段階（海外発生期） 海外で新型感染症が発生した状態
第二段階（国内発生早期） 国内で新型感染症が発生した状態
第三段階 国内で，患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった事例が生じた状態

（感染拡大期） 各都道府県において，入院措置等による感染拡大防止効果が期待される状態
（まん延期） 各都道府県において，入院措置等による感染拡大防止効果が十分に得られ

なくなった状態
（回復期） 各都道府県において，ピークを越えたと判断できる状態

第四段階（小康期） 患者の発生が減少し，低い水準でとどまっている状態

図．新型インフルエンザ発生

段階と方針（新型インフルエ

ンザ及び鳥インフルエンザに

関する関係省庁対策会議編 

新型インフルエンザ対策行動

計画より）
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第３節　各発生段階における対応

１　前段階（未発生期）
　　①　啓発活動の実施

 • 　新型感染症などの感染症に関する情報受け入れ及び提供の窓口は，学生課・保健室とす
る。

 • 　新型感染症についての正しい知識，日常生活における予防方法，新型感染症発生時の対
応，学部内に感染者が発生した際の対応等の必要な情報を，学生と教職員に周知させる。

 • 　本対策及び添付資料を熟読させる。
　　②　対応体制の整備

 • 　学生課・保健室は，関係者・関係機関（学部長・法人本部・校医・藤沢市保健所・藤沢
市民病院等）との連携の窓口となる。

 • 　学部は，マスク，手袋，消毒用アルコールなどの必要な物品の備蓄を図る。
　　③　情報伝達方法の整備

 • 　上記啓蒙活動や情報提供は，立看板，法人本部 ･ 学部のホームページ，ポータルサイト，
掲示文書，ポスター，構内放送等を利用して行う。

２　第一段階（海外発生期）
①　対応体制の強化

 • 　危険地域（発生国および疑い国）を指定し，学生・教職員には渡航自粛を要請する。
 • 　危険地域からの帰国者については，原則として 10 日間の登校・出勤停止とし，定期的

に連絡を取りつつ体調を把握する。
 • 　危険地域からの帰国者が発熱した場合は，受診すべき発熱外来の指示など必要な指導を

行い，同時に外出しないよう指導する。
 • 　感染の拡大防止を第一の目標として早めの登校停止・出勤停止の措置をとる。その際の

欠席については，修学，勤務評価上の不利益を受けないように後日措置する。
 • 　危険地域からの帰国者に関する情報は学生課・保健室に集約する。
 • 　学生課及び庶務課は，発生国に滞在する学生・教職員を把握し，退避・帰国について連

絡をとる。これらの情報も学生課・保健室に集約する。
 • 　マスク，手袋，消毒用アルコールなどの必要な物品の備蓄を強化する。

②　海外での新型感染症発生と対応に関する情報発信
 • 　海外での新型感染症発生状況，新型感染症の症状，感染ルートなどの情報を収集し，学

生・教職員に提供する。
 • 　危険地域への渡航自粛につき，学生・教職員に強く勧告する。
 • 　マスクの有効性，手洗い，うがいを周知させる。

３　第二段階（国内発生期）
①　新型感染症対策本部の設置

 • 　学部長を本部長とする対策本部を設置する。
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 • 　以下に示す新型感染症対策を図る。 
②　対応体制の一層の強化

 • 　マスク，手袋，消毒用アルコールなどの必要な物品の配布準備ならびに必要部署への配
布を行う。

 • 　マスク装着，手洗い，うがいを実行させる。
 • 　授業内試験，学年末試験，スポーツ大会，学会等の行事の延期を検討する。
 • 　臨時休校（講義，実験・実習，演習，サークル活動等の中止）を検討する。
 • 　休校の場合には，下宿生に早めの帰省を勧める（留学生もこれに準ずる）。
 • 　休校中は外出や集会等への出席を控えるよう学生に通達・指導する。

③　国内での新型感染症発生と対応に関する情報発信
 • 　国内での新型感染症発生状況，新型感染症の症状，感染ルートなどの情報を収集し，学

生・教職員に提供する。
 • 　不要な外出を控えるよう，学生・教職員に強く勧告する。
 • 　マスク装着，手洗い，うがいの有効性を周知させ，実行させる。
 • 　大規模流行期に備え，「食料，水，医薬品，ラジオ，懐中電灯，電池等」を備蓄するよ

う呼びかける。
 • 　各種相談の窓口となる神奈川県内及び近隣都県の保健所，感染症指定医療機関等の住所，

電話番号等の情報を提供する。

４　第三段階（感染拡大期，まん延期，回復期）
①　対応体制の強化・徹底

 • 　授業内試験，学年末試験，スポーツ大会，学会等の行事を延期する。
 • 　臨時休講とする。
 • 　継続の必要な研究活動等と認められた活動以外の活動を自粛する。継続の必要な研究活

動等と認められた活動の関係者以外の登校を自粛する。
 • 　教職員は可能な限り以下の業務形態を行う。

在宅勤務
対面による会議の回避，電話や電子メールによる会議
ラッシュ時の通勤や公共交通機関の利用の回避

②　学部内に「新型感染症」の患者が出た場合
 • 　学部長は研究室閉鎖，学科閉鎖，サークル活動停止，学部閉鎖を判断する。
 • 　閉鎖の場合，継続の必要な研究活動等と認められた活動以外の活動を中止し，関係者以

外の登校を禁止する。
 • 　感染者に関する情報は対策本部に集約し，法人本部，藤沢市保健所や藤沢市民病院等の

近隣の医療機関との連携を図る。
③　相談窓口の設置

 • 　学生課・保健室に相談窓口を設置し，学生・職員からの電話や Fax による相談・問い
合わせを受け付ける。学生課・保健室では以下のことを学生・教職員に周知させ，また新
型感染症患者届（資料 9，p.33）を受けた学生のリストを作成する。
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（1） 発熱，咳，嘔吐などの症状はないかを登校前にチェックする。
（2） うがい，消毒液による手洗い等を励行し，登校後の感染予防に心がける。
（3） 新型感染症と思われる場合は，医療機関で診療を受ける。事前に電話をかけてから受診

することが望ましい。基礎疾患を有する場合は，特に早期の受診を心がける。
（4） 陽性が確認された場合は自宅待機期間を指示するので，必ず学部（学生課・保健室）に

連絡する。陽性の場合は通常１週間の自宅待機とする。その際，本人もしくは関係者が
新型感染症患者届（資料 9，p.33）を学生課・保健室に提出する。なお本人が提出する
場合には，自宅待機後でよい。

（5） 学部ホームページや学部ポータルサイトで常に最新の情報を確認するように心がける。
　　学部ホームページ：http://www.brs.nihon-u.ac.jp/

　　学部ポータルサイト：https://campusweb.brs.nihon-u.ac.jp/portal/top.do

（6） 学部が自宅待機，休講，休校等を行った場合の授業の補講措置は，掲示板やホームペー
ジ等で追って連絡する。

（7） 自宅待機期間が終了した学生は，受講している科目の教員に報告して指導を受ける。
（8） 授業内試験や学期末試験中に自宅待機になった学生は，学部要覧に従い，医師の診断書

もしくは，学校感染症証明書（資料 6，p.26）を持って教務課の窓口にて追試験の手続
きをする。

（9） 連絡先　学生課 0466-84-3831
　　　　　　保健室 0466-84-3901　Fax 0466-84-3901

           

５　第四段階（小康期）
①　新型感染症対策本部の対応

 • 　本学部の状況を総合的に判断し，対応策（閉鎖，休校，休講等の解除を含む）を実施する。
 • 　新型感染症対策本部は，新型感染症の対処の終了をもって解散する。

②　情報提供
 • 　神奈川県内の新型感染症の発生情報を提供する。
 • 　個人的予防策として，マスク装着，手洗い，うがいの継続を要請する。
 • 　引き続き，不要な外出を控えるよう要請する。
 • 　診療可能な医療機関の情報を提供する。 
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行動の手引き

１　新型感染症にかかったと思ったら
 • 　外出しない（病院，大学，買い物を含む）。
 • 　電話で病院に連絡し，指示に従う。
 • 　学部の学生課・保健室に連絡する。
 • 　学生課 電話　０４６６−８４−３８３１
 • 　保健室 電話　０４６６−８４−３９０１

２　野鳥や飼育動物に関する注意喚起
 • 　野鳥に近づいた場合には，手をきちんと洗い，うがいをすること。
 • 　死んだ野鳥を発見した場合には，手で触らず，保健所に相談すること。
 • 　鳥や動物を飼育している場合には，それらが野鳥と接触しないようにすること。
 • 　飼育動物に触った後は手洗い・うがいを行い，糞尿を速やかに処理する等清潔にすること。

３　予防方法
 • 　人ごみを避けるとともに症状のある人に近寄らないこと。
 • 　外出時にはマスクを使用すること。手洗い・うがいの励行。
 • 　「咳エチケット」の励行。

風邪などで咳やくしゃみが出る時に，他人に感染させないためのエチケット。感染者がウイ
ルスを含んだ飛沫を発することにより周囲の人に感染させないように，咳エチケットを徹底
する。 
＜方法＞ 
咳やくしゃみの際は，ティッシュなどで口と鼻を被い，他の人から顔をそむけ，できる限り
1 〜 2 メートル以上離れる。 ティッシュなどがない場合は，口を前腕部（袖口）でおさえ
て極力，飛沫が拡散しないようにする。前腕部で押さえるのは，他の場所に触れることが少
ないため，接触感染の機会を低減することができるからである。呼吸器系分泌物（鼻汁・痰
など）を含んだティッシュは，すぐにゴミ箱に捨てる。咳やくしゃみをする際に押さえた手
や腕は，その後直ちに洗うべきであるが，接触感染の原因にならないよう，手を洗う前に不
必要に周囲に触れないよう注意する。手を洗う場所がないことに備えて，携行できる速乾性
擦式消毒用アルコール製剤あるいはパック入りのアルコール綿を用意しておくことが推奨さ
れる。咳をしている人にマスクの着用を積極的に促す。マスクを適切に着用することによっ
て，飛沫の拡散を防ぐことができる。 

 • 　最低２週間分の食料・日用品を蓄える。

４　まん延期
  閉鎖，休校，休講等，臨時休業中は極力外出を控え，居住地の都道府県情報に気をつける。
発症した場合は医療機関に電話連絡し指示を受ける。

資料 7
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資料８

日本大学生物資源科学部における新型感染症関連情報の流れ
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資料９

平成   年   月  日

           報告者

新型感染症患者届

 標記のことについて，下記のとおり報告いたします。
         記

フ リ ガ ナ 新型感染症・疑い

氏   名 男  女

所   属 学科・専攻   年 学籍番号

連絡先住所 ℡・携帯

担 任 名 所属研究室

ゼミ等名

指導教員名課 外 活 動

本人との関係
本人   家族   担任    指導教員   クラブ等顧問

友人   その他（         ）

発 症 日 月   日 主たる症状

診 断 名
医療機関に行った     月   日

診断結果は

経   過

登校停止期間 月   日（  ）～   月   日（  ）

備   考

個人情報保護法に基づき，適正に管理いたします

以  上
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　日本大学は，教育理念を実現し，社会的責任を全うし，本学の誇りを守るため，

次の三つを宣言します。

1　日本大学は，業務・教学情報の外部持ち出しを許しません

1　日本大学は，情報を大学の重要な財産と考え，厳格に管理します

1　日本大学は，構成員に対し情報管理教育を徹底します

　日本大学の構成員は，自らが関わる情報が，大学の誇りと構成員・校友の尊

厳に関わるものであることを常に自覚し，良識を持って情報に接することを誓

います。

日本大学情報管理宣言
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