
動物検疫所 現行システム 情報システム関連図(ＡｓＩｓ)

農水省電子
申請システム

Air-NACCS
Sea-NACCS

ANIPAS

ＩＦＳ

・回送指示
・消毒指示
・検査結果

・検査申請

受付用
端末

動物検疫所

動検電子申請サブシステム

豪州電子申請
システム
（ＥＸＤＯＣ）

動物検疫情報DBシステム

ANIPASサテ
ライトシステム

・検査申請情報
・ＡＮＩＰＡＳ設定情報

SANCRT

・検査結果情報

申請状況を見に行く

検査場所コード

システム的なデータ連携

手作業でのデータ共有
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動物検疫所 現行システム 関連する情報システム 概要説明(Ａｓｉｓ)

区分 システム名称 主な機能

ANIPAS ＮＡＣＣＳ端末経由の電子申請データの受付、合格通知、回送及び消毒等指示、申請情報のステータス
管理及び統計処理

ANIPASサテライトシステム ANIPASのバックアップシステム。研修やテストにも利用可能

動物検疫情報DBシステム 係留動物の個体データを電子化するシステム

ＳＡＮＣＲＴ オーストラリアよりオンラインで送信される衛生証明書（電子データ）を受信するシステム（動物検疫所と
厚生労働省のシステムで利用）

農水省電子申請システム 農林水産省本省にて所管しているシステムで、輸入者が動物の事前届出、病原体の輸入届出、輸入禁
止品の輸入許可申請等をインターネット介して登録するシステム

動物電子申請サブシステム

内部

ＩＦＳ（ＮＡＣＣＳのインターフェースシ
ステム）

「検査場所指定申請」をインターネット経由で受け付け、これに対する許可通知を行う

輸出入手続システムを所管する省庁が共同で利用・管理しているシステム

各省庁の手続きのリンク付け、各システムで利用するコードの相互変換及び申請情報のバックアップ等
を行うシステム

外部
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式

1 Ａ． 動物輸出入検査申請 １． オンライン

2 ２． オンライン

3 ３． オンライン

4 ４． オンライン

5 ５． オンライン

6 ６． オンライン

7 ７． オンライン

8 ８． オンライン

9 ９． バッチ

10 １０． バッチ

11 １１． バッチ

12 １２． バッチ

13 １３． バッチ

動物検疫検査手続電算処理システム農林水産省　動物検疫所
業務

システム名

台帳（輸出動物）

台帳（輸出犬等）

動物輸出台帳データ修正

輸出動物　所別・件数、数量一覧

輸出動物　国別・件数、数量一覧（所別）

輸出動物　輸送形態別・件数、数量一覧（所別）

動物輸出検査申請取出し

動物輸出検査結果登録

動物輸出検査申請取止め

動物輸出検査現況及び申請情報照会

情報システム機能構成図

動物輸出検査申請事項登録および変更

動物輸出検査申請事項・事項変更呼出

動物輸出検査申請・申請変更

・各動物検疫所で扱われた輸出動物の件数・数量（入検・解放）を動物検疫所別・輸送形態別・種
類別に出力する。また全国単位に件数及び数量を合計し、全国計として出力する。

・前月に各動物検疫所で扱われた輸出動物の申請事項を申請別に出力する。

・前月に各動物検疫所で扱われた輸出犬等の申請事項を申請別に出力する。

・必要に応じて、システムに登録されている動物輸出検査申請の内容及び申請状況を申請番号
単位に照会する。

・動物輸出検査結果登録後に、輸出動物申請ファイルから輸出動物台帳ファイルへ移行された
データについて登録内容を修正する。
・修正した申請情報は夜間バッチ処理により輸出動物台帳ファイルに更新する。

・各動物検疫所で扱われた輸出動物の件数・数量（入検・解放）を動物検疫所別・種類別に出力
する。

・各動物検疫所で扱われた輸出動物の件数・数量（入検・解放）を動物検疫所別・種類別・国別に
出力する。また全国単位に件数及び数量を合計し、全国計として出力する。

・動物輸出検査申請事項登録または動物輸出検査申請事項登録変更後に動物検疫所に対して
動物輸出検査申請を行う。

・動物輸出検査申請が行われたものについて、その申請の取出しを行う。
・当該申請情報は申請ファイルに更新される。
・当該申請情報は動物輸出検査申請または１申請１行の一覧表形式で印刷する。

・通関業者等から申請された動物輸出検査申請・申請変更について、合格頭数・摘発疾病の詳
細情報等をシステムに登録し、輸出検疫証明書を出力する。
・登録された内容の訂正も行える。

・動物輸出検査申請・申請変更について、その申請を取止めることを認めた場合に、その旨を登
録する。

機能説明

・動物輸出検査申請・申請変更に先立ち、動物輸出検査申請の情報を登録する。
・登録した動物輸出検査申請事項は任意に訂正することができる。

・動物輸出検査申請事項登録で登録した動物輸出検査申請事項を変更するため、動物輸出検査
申請事項登録画面に案内する。

機能
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式

動物検疫検査手続電算処理システム農林水産省　動物検疫所
業務

システム名情報システム機能構成図

機能説明機能

14 １４． オンライン

15 １５． オンライン

16 １６． オンライン

17 １７． オンライン

18 １８． オンライン

19 １９． オンライン

20 ２０． オンライン

21 ２１． オンライン

22 ２２． オンライン

23 ２３． バッチ

24 ２４． バッチ輸入動物　国別・件数、数量一覧（所別）

仕向・摘発通知出力

動物輸入検査申請取止め

動物輸入台帳データ修正

輸入動物　所別・件数、数量一覧

動物輸入検査・申請変更

動物輸入検査申請取出し

動物輸入検査指示・命令書発行

動物輸入検査結果登録

動物輸入検査申請事項登録および変更

動物輸入検査申請事項・事項変更呼出

・各動物検疫所で扱われた輸入動物の件数・数量（入検・開放）を動物検疫所別・種類別に出力
する。

・各動物検疫所で扱われた輸入動物の件数・数量（入検・開放）を動物検疫所別・種類別・国別に
出力する。
・また全国単位に件数及び数量を合計し、全国計として出力する。

・通関業者等から申請された動物輸入検査申請・申請変更について、動物個体の検査結果をシ
ステムに登録し、輸入検疫証明書を出力する。
・登録された内容の訂正も行える。

・動物輸入検査結果登録が行われたものについて、その申請の仕向通知等の帳票を出力する。

・動物輸入検査申請・申請変更について、その申請を取止めることを認めた場合に、その旨を登
録する。

・動物輸入検査結果登録が行われた後、動物輸入申請ファイルから動物輸入台帳ファイルへ移
行されたデータについて、記録内容を修正する。

・動物輸入検査申請事項登録により登録した動物輸入検査申請事項を変更するため、動物輸入
検査申請事項登録画面に案内する。
・動物輸入検査申請・申請変更で申請後に、申請事項を変更する場合、動物輸入検査申請・申
請変更に先立ち、事項登録内容を呼び出す。

・動物輸入検査申請事項登録後、動物検疫所に対して動物輸入検査申請を行う。
・動物輸入検査申請変更事項登録後、動物輸入検査申請の内容変更を動物検疫所に対して申
請する。

・動物輸入検査申請が行われたものについて、その申請の取出しを行う。
・当該申請情報は申請ファイルに更新される。
・当該申請情報は動物輸入検査申請または１申請１行の一覧表形式で印刷する。

・申請者に対し輸送または係留延長等の指示・命令書を発行する。
・当該指示・命令書は入力した動物検疫所の端末に出力する。
・必要に応じて通関業者等の端末に出力することも出来る。

・動物輸入検査申請・申請変更に先立ち、動物輸入検査申請の情報を登録する。
・動物輸入検査申請・申請変更前であれば、任意に訂正することができる。
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式

動物検疫検査手続電算処理システム農林水産省　動物検疫所
業務

システム名情報システム機能構成図

機能説明機能

25 ２５． バッチ

26 ２６． バッチ

27 ２７． バッチ

28 Ｂ． 畜産物輸出入検査申請 １． オンライン

29 ２． オンライン

30 ３． オンライン

31 ４． オンライン

32 ５． オンライン

33 ６． オンライン

34 ７． オンライン

35 ８． オンライン

36 ９． オンライン畜産物（貨物）輸出検査結果記録

畜産物輸出検査申請変更事項登録

畜産物輸出検査申請事項変更

畜産物輸出検査申請取出し

畜産物輸出検査申請後変更承認登録

畜産物輸出検査申請事項登録

畜産物輸出検査申請事項呼出

畜産物輸出検査申請及び申請控出力

畜産物輸出検査申請事項変更呼出し

輸入動物　輸送形態別・件数、数量一覧（所別）

台帳（輸入動物）

台帳（輸入犬等）

・既に行われた畜産物輸出検査申請について、申請内容の変更を承認する旨を登録する。
・申請内容の変更承認は１つの申請につき９回までとする。

畜産物輸出検査申請が行われた畜産物について、検査の結果を記録するとともに、消毒等検査
に基づく処置の実施状況を併せて記録する。
・また、合格処理の場合、申請者に対する動物検疫検査合格通知書および動物検疫所における
輸出検疫証明書を出力する。

・畜産物輸出検査申請及び申請控出力で申請された内容を変更する場合に、畜産物輸出検査申
請事項変更に先立ち、事項登録内容を呼び出す。
・畜産物輸出検査申請事項の内容を変更する場合には、予め動物検疫所に申し出て動物検疫
所が当該申請番号に対する畜産物輸出検査申請後変更承認登録を行う必要がある。

・畜産物輸出検査申請及び申請控出力で申請された内容を変更する場合に、畜産物輸出検査申
請事項変更に先立ち、畜産物輸出検査申請変更事項を登録する。

・畜産物輸出検査申請変更事項登録後、畜産物輸出検査申請の内容変更を動物検疫所に対し
て申請する。

・畜産物輸出検査申請が行われたものについて、その申請情報の取り出しを行う。
・当該申請情報は、輸出検査申請または一覧形式で印刷される。

・前月に各動物検疫所で扱われた犬等の申請事項を申請別に出力する。

・畜産物輸出検査申請及び申請控出力に先立ち、畜産物輸出検査申請の情報を登録する。

・畜産物輸出検査申請事項登録により登録した畜産物輸出検査申請事項を訂正するために、畜
産物輸出検査申請事項登録用画面に案内する。

・畜産物輸出検査申請事項登録後に動物検疫所に対して畜産物輸出検査申請を行う。

・各動物検疫所で扱われた輸入動物の件数・数量（入検・開放）を動物検疫所別・輸送形態別・種
類別に出力する。
・また全国単位に件数及び数量を合計し、全国計として出力する。

・前月に各動物検疫所で扱われた輸入動物の申請事項を申請別に出力する。
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式

動物検疫検査手続電算処理システム農林水産省　動物検疫所
業務

システム名情報システム機能構成図

機能説明機能

37 １０． オンライン

38 １１． オンライン

39 １２． オンライン

40 １３． オンライン

41 １４． オンライン

42 １５． オンライン

43 １６． オンライン

44 １７． バッチ

45 １８． バッチ

46 １９． バッチ

47 ２０． バッチ

48 ２１． バッチ輸出畜産物　輸出形態別・件数、数量一覧（港別）

輸出畜産物　港別・件数、数量一覧

台帳（輸出畜産物）

輸出畜産物　国別・件数、数量一覧（港別）

輸出畜産物　消毒等処置状況（港別）

畜産物輸出検査申請控再出力

畜産物輸出検査現況及び申請情報照会

畜産物輸出台帳データ修正

統計用申請データ記録（郵便物）

畜産物輸出検査申請取り止め等

手作業による畜産物輸出検査申請事項及び検査結果記
録

畜産物輸出検査現況一覧照会

・各港で扱われた輸出畜産物の消毒等処置状況件数・数量等を港別（解放港）・分類別・消毒処
置方法別に出力する。
・また全国単位に件数及び数量を合計し、全国計として出力する。

・各港で扱われた輸出畜産物の解放件数・数量を港別・輸送形態別・種類別に出力する。
・また全国単位に件数及び数量を合計し、全国計として出力する。

・動物検疫所窓口に手作業で申請された郵便物について、申請の内容および検査結果をシステ
ムに登録する。
・既に登録された内容の訂正および削除を行う。

・各動物検疫所（本所、支所、出張所、分室）で扱われた輸出畜産物の件数・数量（申請・解放）を
港別、種類別に出力する。

・前月に各動物検疫所で扱われた輸出畜産物の申請事項を申請・欄別に出力する。

・各港で扱われた輸出畜産物の解放件数・数量を港別（解放港）・種類別・国別に出力する。
・また全国単位に件数及び数量を合計し、全国計として出力する。

・必要に応じて、システムに登録されている畜産物輸出検査申請について、その手続き状況等を
申請年月日単位に１欄１行の一覧表形式で照会する。

・畜産物輸出検査申請について、畜産物輸出検査申請控の出力を再度必要とする場合、当該帳
票の再出力を行う。

・必要に応じて、システムに登録されている畜産物輸出検査申請の内容及び申請状況等を申請
番号単位に照会する。

・畜産物（貨物）輸出検査結果記録が行われた後に、輸出畜産物申請ファイルから輸出畜産物台
帳ファイルへ移行されたデータについて、記録内容を修正する。
・修正した申請情報は夜間バッチ処理により輸出畜産物台帳ファイルに更新する。

・畜産物輸出検査申請について、その申請を取り止めることを認めた場合または手作業に移行し
て処理することとした場合に、申請取り止めを登録する。

・通関業者等から動物検疫所窓口に手作業で申請された畜産物輸出検査申請について、申請の
内容及び検査結果をシステムに記録する。
・既に記録された内容の訂正も行える。
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式

動物検疫検査手続電算処理システム農林水産省　動物検疫所
業務

システム名情報システム機能構成図

機能説明機能

49 ２２． オンライン

50 ２３． オンライン

51 ２４． オンライン

52 ２５． オンライン

53 ２６． オンライン

54 ２７． オンライン

55 ２８． オンライン

56 ２９． オンライン

57 ３０． オンライン

58 ３１． オンライン

59 ３２． オンライン

60 ３３． オンライン手作業による申請に係る申請事項及び検査結果の記録

指示書発行

回送指示受信情報取り出し

畜産物（貨物）輸入検査結果記録

畜産物輸入検査申請取止め等

畜産物輸入検査申請事項変更呼出し

畜産物輸入検査申請事項変更

畜産物輸入検査申請取出し及び処理状況照会

申請後変更承認登録

畜産物輸入検査申請事項登録
畜産物輸入検査申変更事項登録

畜産物輸入検査申請事項呼出し

畜産物輸入検査申請及び申請控出力
畜産物輸入検査申請事項変更

・畜産物輸入申請について、その申請を取止めることを認めた場合または手作業に移行して処理
することとした場合に、その旨を登録する。

・通関業者等から動物検疫所窓口に手作業で申請された畜産物輸入検査申請について、申請の
内容及び検査結果をシステムに記録する。

・既に行われた畜産物輸入検査申請について、申請内容の変更を承認する旨を登録する。

・申請者に対し指示書を発行する。
・当該指示書は通関業者の端末に出力するか、入力した動物検疫所のクライアントに出力するか
を選択することができる。

・回送指示書の発行が行われたものについて、回送指示情報を受信し確認する。
・当該回送指示受信情報は、一覧表形式で印刷する。

・畜産物輸入検査申請が行われた畜産物について、検査の結果を記録するとともに、消毒等検
査に基づく処置の実施状況を併せて記録する。
・合格処理の場合、申請者に対して合格または検査済みの通知書を出力する。

・畜産物輸入検査申請事項登録後、動物検疫所に対して畜産物輸入検査申請を行う。
・また、畜産物輸入検査申請変更事項登録後、畜産物輸入検査申請の内容変更を動物検疫所
に対して申請する。

・畜産物輸入検査申請で申請された内容を変更する場合、畜産物輸入検査申請事項変更に先
立ち、事項登録内容を呼び出す。
・畜産物輸入検査申請事項の内容を変更する場合には、予め動物検疫所に申し出て動物検疫
所が当該申請番号に対する申請後変更承認登録を行う必要がある。

・畜産物輸入検査申請変更事項登録後、畜産物輸入検査申請の内容変更を動物検疫所に対し
て申請する。

・畜産物輸入検査申請が行われたものについて、その申請情報の取出し及び処理状況の照会を
行う。
・申請情報の取出し処理については、輸入検査申請または１申請１行の一覧形式で印刷する。

・畜産物輸入検査申請に先立ち、輸出国政府機関発行の検査証明書及びその他の関係書類に
基づき、畜産物輸入検査申請事項の情報を登録する。
・畜産物輸入検査申請で申請された内容を変更する場合に、畜産物輸入検査申請事項変更に先
立ち、畜産物輸入検査申請変更事項を登録する。

・畜産物輸入検査申請事項登録により登録した畜産物輸入検査申請事項を訂正するために、畜
産物輸入検査申請事項登録用画面に案内する。
・または回送先にて回送元検査申請の入力事項を呼び出す。
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式

動物検疫検査手続電算処理システム農林水産省　動物検疫所
業務

システム名情報システム機能構成図

機能説明機能

61 ３４． オンライン

62 ３５． オンライン

63 ３６． オンライン

64 ３７． オンライン

65 ３８． オンライン

66 ３９． オンライン

67 ４０． オンライン

68 ４１． オンライン

69 ４２． オンライン

70 ４３． オンライン

71 ４４． オンライン

72 ４５． バッチ

73 ４６． バッチ

輸入畜産物　港別・件数、数量一覧

台帳（輸入畜産物）

検査証明照会

未処理輸入検査申請照会

指定検疫物票出力

畜産物輸入台帳データ修正

指定処理施設事前照会

畜産物輸入検査申請控再出力

統計用申請データ記録（郵便物）

統計用申請データ記録（携帯品）

畜産物輸入検査現況及び申請情報照会

畜産物輸入検査現況一覧照会

検査証明書番号事前照会

・畜産物（貨物）輸入検査結果記録が行われた後に、畜産物輸入申請ファイルから畜産物輸入台
帳ファイルへ移行されたデータについて、記録内容を修正する。

・各動物検疫所（本所、支所、出張所、分室）で扱われた輸入畜産物の件数・数量（申請・解放・
不合格）を港別、種類別に出力する。

・前月に各動物検疫所で扱われた輸入畜産物の申請事項を申請別に出力する。

・動物検疫所窓口に手作業で申請された携帯品について、申請の内容および検査結果をシステ
ムに登録する。
・既に登録された内容の訂正および削除を行う。

・輸出国からEDI送信された検査証明書情報について、その照会、登録及び取出しを行い、利用
者ディスプレイまたはプリンターに出力する。

・畜産物輸入検査申請が行われたものについて、畜産物（貨物）輸入検査結果登録にて合格また
は不合格の登録がなされていない申請を照会する。
・当該申請情報は、取出し処理により１申請１行の一覧形式で印刷する。

・必要に応じて、システムに登録されている畜産物輸入検査申請の内容をもとに、指定検疫物票
の出力を行う。

・必要に応じて、検査証明情報がシステムに登録されているかどうかを照会する。

・必要に応じて、システムに登録されている指定処理施設情報を照会する。

・畜産物輸入検査申請について、畜産物輸入検査申請控の出力を再度必要とする場合、当該帳
票の再出力を行う。

・動物検疫所窓口に手作業で申請された郵便物について、申請の内容および検査結果をシステ
ムに登録する。
・既に登録された内容の訂正および削除を行う。

・必要に応じて、システムに登録されている畜産物輸入検査申請の内容及び申請状況等を申請
番号単位に照会する。

・必要に応じて、システムに登録されている畜産物輸入検査申請について、その手続状況等を申
請年月日単位に１申請１行の一覧表形式で照会する。
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式

動物検疫検査手続電算処理システム農林水産省　動物検疫所
業務

システム名情報システム機能構成図

機能説明機能

74 ４７． バッチ

75 ４８． バッチ

76 ４９． バッチ

77 Ｃ． その他業務 １． バッチ

78 ２． バッチ

79 ３． バッチ

80 ４． バッチ

81 Ｄ． データダウンロード １． オンライン

82 ２． オフライン

83 ３． オンライン

84 ４． オンライン

85 ５． オンライン

個体情報登録

帳票出力

台帳（犬等）

データダウンロード

オフラインタンキング

オンライン一括登録

輸入畜産物　輸送形態別・件数、数量一覧（港別）

台帳（動物・指定検疫物以外の動物・積替動物）

台帳（郵便物・輸出畜産物）

台帳（携帯品）

輸入畜産物　国別・件数、数量一覧（港別）

輸入畜産物　消毒等処置状況（港別）

・オフライン端末より登録された情報をオンライン端末を用いてセンターへ一括登録する。

・動物輸入検査結果登録にて登録する個体情報をMicrosoft Excelにて作成する。

・オンライン上で作成した帳票情報ファイルを、Excelファイルに変換する。

・前月に各動物検疫所で扱われた携帯品の申請事項を申請別に出力する。

・前月に各動物検疫所で扱われた犬等の申請事項を申請別に出力する。

・各動物検疫所が動物検疫に関する検査実績を動物検疫検査手続電算処理システムのダウン
ロード専用データより取得し、統計資料作成を効率化する。
・尚、ダウンロード機能はダウンロード専用テーブルの検索、検索結果をメール機能にて取得、検
索状況を参照から構成される。

・オフライン端末より、オンライン端末と同様の画面を用い、情報をＦＤに蓄積する。

・各港で扱われた輸入畜産物の消毒等処置状況件数・数量等を港別（解放港）・分類別・消毒等
処置方法別に出力する。
・全国単位に件数及び数量を合計し、全国計として出力する。

・各港で扱われた輸入畜産物の解放件数・数量を港別（解放港）・輸送形態別・種類別に出力す
る。
・全国単位に件数及び数量を合計し、全国計として出力する。

・前月に各動物検疫所で扱われた輸出入動物・指定検疫物以外の動物・積替動物の申請事項を
申請別に出力する。

・前月に各動物検疫所で扱われた郵便物・輸出畜産物の申請事項を申請別に出力する。

・各港で扱われた輸入畜産物の解放件数・数量を港別（解放港）・種類別・国別に出力する。
・また全国単位に件数及び数量を合計して、全国計として出力する。
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式

動物検疫検査手続電算処理システム農林水産省　動物検疫所
業務

システム名情報システム機能構成図

機能説明機能

86 ６． オンラインFD入出力
・業務画面で入力したデータをFDに出力する。
・FDに出力したデータを対象業務画面上に読み込む。
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式

1 Ａ． 検査場所指定申請 １． オンライン

2 ２． オンライン

3 ３． オンライン

4 ４． オンライン

5 ５． オンライン

6 ６． オンライン

7 ７． オンライン

8 ８． オンライン

9 ９． オンライン

10 １０． オンライン

動物検疫所電子申請サブシステム

結果登録（許可書発行、手続中止等）

ANIPAS情報登録

指定取消

農林水産省　動物検疫所
業務

システム名

個別照会

審査（受付、補正指示）

決裁文書作成

調査結果登録

情報システム機能構成図

申請提出

申請呼出

一覧照会

・調査結果を登録する。

・許可証を発行する。
・または、手続きを中止する。

・ANIPAS情報を登録する。

・検査場所指定申請を取り消す。

・条件に合致する検査場所指定申請情報を取得して表示する。

・条件に合致する検査場所指定申請情報を取得して表示する。

・一覧および個別照会にて抽出した検査場所指定申請情報を補正する。

・決済文書を作成する。

機能説明機能

・Web画面より検査場所指定申請を行う。

・検査場所指定申請情報を呼出す。
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式

1 A 検疫情報管理（動物） １． オンライン

2 ２． オンライン

3 ３． オンライン

4 ４． オンライン

5 ５． オンライン

6 ６． オンライン

7 ７． オンライン

8 ８． オンライン

9 ９． オンライン

10 １０． オンライン

11 １１． オンライン

12 １２． オンライン

13 １３． オンライン

・動物の到着時点の臨床検査結果等の記録を行う。

・初生ひなの到着時の臨床検査結果等の記録を行う。

機能説明機能

・検疫情報をデータベースに登録するのに先立ち、個体の基本情報の登録を行う。

・ロット、畜舎別の係留動物の検査日程を作成する。

・動物に添付されてくるH/C（検査証明書）を参照し、仕出国と我国の間で取り交わされている家
畜衛生条件（詳細な検査内容や証明事項）の記録を行う。

・畜舎マスタ、房マスタの管理を行い、畜舎収容状況を入力する。

・所別、係留検査場所別の畜舎収容状況の管理を行う。

・動物毎の体温、健康状態、飼育管理状況及びその他の事項の記録を行う。

・動物の臨床観察記録、処置記録を行う。

・検疫を行っている個体に対して行う検査室内検査の各種基本情報を登録する。

・検疫を行っている動物に対して、検査室内検査、精密検査（自動）の結果を記録を行う。

・係留動物の精密検査の依頼を行う。

・精密検査部門において、オーダーされた精密検査依頼に対して精密検査結果の記録を行う。

情報システム機能構成図

到着時検査記録

到着時検査記録（初生ひな）

個体情報登録

検査日程作成

家畜衛生条件適合状況記録

畜舎マスタ管理

畜舎収容状況管理

飼育管理状況記録

臨床観察記録

検査基本情報登録

疾病別検査記録

精密検査依頼

精密検査結果記録

農林水産省　動物検疫所
業務

システム名
動物検疫情報データベースシステム
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式 機能説明機能

情報システム機能構成図 農林水産省　動物検疫所
業務

システム名
動物検疫情報データベースシステム

14 １４． オンライン

15 １５． オンライン

16 １６． オンライン

17 １７． オンライン

18 １８． オンライン

19 １９． オンライン

20 ２０． オンライン

21 ２１． オンライン

22 ２２． オンライン

23 検疫情報管理（犬等） ２３． オンライン

24 ２４． オンライン

25 ２５． オンライン

26 ２６． オンライン

・精密検査部門において、死亡、殺処分、自主淘汰となった動物の肉眼所見及び病理組織の所
見の記録を行う。

・疾病別検査記録業務等により登録された情報を基に、輸出入検査判定のための情報を画面に
表示し、これを参考として判定の記録を行う。

・仕向地等の設定や、ＡＮＩＰＡＳ登録情報抽出を行うためにＡＮＩＰＡＳの申請情報の取り込みを行
う。

・個体毎に仕向地等の情報の設定を行う。

・ＡＮＩＰＡＳ、個体識別センターへの登録情報の抽出を行う。

・ロット毎の総括所見の記録を行う。

・抗生物質等の投薬により出荷制限期間が設定された個体に対して出荷制限指示書を発行す
る。

・H/C及び関連書類、各種発行証明書、手書き資料等係留中に発生する様々な情報を、イメージ
データによる保存、管理を行う。

・検疫状況を検索、一覧表示し、個体毎の検疫情報を照会する。

・犬等の輸入検査申請情報、到着時検査情報、個体情報、問合せ等の情報の登録を行う。

・犬等の輸入業務において、到着地管轄動物検疫所と係留検査場所管轄動物検疫所が異なる
場合に、犬等の輸入検査申請情報、到着時検査情報、個体情報、自宅係留情報等の情報を到
着地管轄動物検疫所から係留検査場所管轄動物検疫所へ移す。

・犬舎マスタ、犬房マスタの管理を行う。

・所別、係留検査場所別の犬舎、犬房の収容状況の管理を行う。

部検記録

総合判定記録

ＡＮＩＰＡＳ申請情報取込

仕向地等申請情報設定

ＡＮＩＰＡＳ登録情報抽出

総括事項記録

犬舎収容状況管理

出荷制限指示書発行

発行証明書等保存管理

検疫状況照会

犬等の輸入申請情報登録

権限委譲業務

犬舎マスタ管理
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現行システム 別添５

版数 日付 作成者

第一版 2005/7/4

№ 処理方式 機能説明機能

情報システム機能構成図 農林水産省　動物検疫所
業務

システム名
動物検疫情報データベースシステム

27 ２７． オンライン

28 ２８． オンライン

29 ２９． オンライン

30 ３０． オンライン

31 ３１． オンライン

32 ３２． オンライン

33 ３３． オンライン

34 ３４． オンライン

35 ３５． オンライン

36 ３６． オンライン

37 ３７． オンライン

38 ３８． オンライン

39 （その他） ３９． オンライン

・犬等の輸出入検査判定のための情報を画面に表示し、これを参考として判定の記録を行う。

・検疫状況を検索、一覧表示し、個体毎の検疫情報を照会する。

・検疫を行っている犬等の臨床観察記録、処置記録等を行う。

・検疫を行っている犬等に対して行う、検査室内検査の各種基本情報の登録を行う。

・検疫を行っている犬等に対して、検査室内検査、精密検査（自動）の結果の記録を行う。

・検疫を行っている犬等に対して、精密検査の依頼を行う。

・死亡、殺処分、自主淘汰となった犬等の肉眼所見及び病理組織の所見の記録を行う。

・コード等による入力においてガイドの画面を表示し、一覧からの選択を行う。

・ＡＮＩＰＡＳの申請情報を犬等の申請情報として取り込みを行う。

・ＡＮＩＰＡＳへの申請情報ファイル、検疫検査結果ファイルの抽出を行う。

・犬等の輸出検査申請情報、出国前検査情報、個体情報、問合せ等の情報の登録を行う。

・仕向国と我国の間に取り交わされている衛星条件の適合状況の記録を行う。

・精密検査部門において、オーダされた精密検査依頼に対して精密検査結果の記録を行う。

臨床観察記録

犬等の輸出申請情報登録

輸出タイムテーブル入力

ガイド画面の表示

部検記録

総合判定記録

検疫状況照会

ＡＮＩＰＡＳ申請情報取込

ＡＮＩＰＡＳ申請情報抽出

検査基本情報登録

疾病別検査記録

精密検査依頼

精密検査結果記録
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