


・品質の確保対策
・承認審査の充実

有効かつ安全に！

動物用医薬品の使用

食肉等の耐

食肉

　動物用医薬品は、動物の疾病の診断、予防、治
療等を目的として使用され、安全な畜水産物の生
産や生産性の維持向上、更には犬・猫等の愛がん
動物の健康の保持に大きく貢献しています。また、
狂犬病やサルモネラ症等の人獣共通感染症の防除
を通じて公衆衛生の向上にも極めて重要な役割を
果たしています。
　動物医薬品検査所は、動物用の医薬品、医薬部
外品及び医療機器が有効かつ安全であり、その役
割を確実に果たしうることを確認するため、開発、
製造（輸入）、販売及び使用の各段階にわたり、その
品質確保等を図るための審査・検査・調査・指導
を行うことにより、動物衛生及び公衆衛生の向上
に貢献しています。  

使　命



・動物用医薬品の使用基準
・薬剤耐性菌対策

食の安全・消費者の信頼の確保！

・環境影響評価
環境に優しく！

・海外悪性伝染病対策
・人獣共通感染症対策

危機管理対策の充実！

耐性菌による汚染

肉等への薬剤残留

原因微生物の伝播

動
物
の
命
と
食
の
安
全
を
守
る



企画連絡室

庶務課・会計課

検査第二部 

検査第一部 

組　織

●企画調整課
●審査調整課
●技術指導課
●検定検査品質保証科

　◆動物用医薬品審査官
　◆動物用医療機器審査官
　◆動物用医薬品専門官
　◆病原微生物管理専門官

●ウイルス学的検査領域
●細菌学的検査領域
●免疫・病理学的検査領域

　◆総括上席研究官
　◆上席主任研究官
　◆主任研究官
　◆主任検査官

●品質検査領域
●安全検査領域

　◆総括上席研究官 
　◆上席主任研究官
　◆主任研究官
　◆主任検査官

●庶務課
●会計課
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●
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所　長

Senior Officer for BiosafetySenior Officer for Biosafety



＜企画連絡室＞
検査業務の企画・立案及び連絡調整

製造販売の承認申請・再審査申請等の
審査

事故被害対応、副作用情報等の収集、提
供並びに技術の講習

承認申請に係る相談、同等性評価、製剤
基準の作成及び承認申請資料等の信頼性
基準適合性調査（GLP、GCP等）

検査成績及び標準品の保証

＜検査第一部＞
動物用生物学的製剤の検査及び検査に関
する調査・研究、製剤基準の作成

動物用生物学的製剤に係るウイルス株、
菌株、細胞株及び標準製剤の保存及び
配布

＜検査第二部＞
動物用医薬品（生物学的製剤を除く）、医
薬部外品及び医療機器の検査並びに検査
に関する調査・研究、製剤基準の作成

動物用医薬品（生物学的製剤を除く）に
係る菌株及び標準製剤の保存及び配布

主な業務内容 Main Activities



　当所は、動物用医薬品等の品質・有効性・安
全性を確保するための検定・検査とその企画・
立案等を行っている唯一の国の機関です。　
　高度の製造技術及び品質管理が必要な動物用
医薬品は、製造や輸入されてすぐに販売できる
わけではありません。ワクチン等の生物学的製
剤は国家検定に、血液型判定用抗体等は農林水
産大臣の命令による検査に合格することが必要
です。その他の動物用医薬品も流通段階での抜
き取り検査が行われています。
　また、動物用医薬品の製法、品質に係る様々
な基準を作成するとともに、品質検査に必要な
標準品の配布等を行っています。さらに、ワク
チンについては、製造用株の適切な管理（シー
ドロットシステム）に必要な試験等を行ってい
ます。

製剤基準の作成及び標準製剤の配布等

生物学的製剤の国家検定

検査命令による品質検査

流通段階にある医薬品の収去検査及び製造販売業者等への立入検査

依頼による試験検査



製造販売承認申請等の審査

承認申請資料等の信頼性基準適合性調査

製造管理及び品質管理に関する基準適合性調査

承認申請等の相談窓口   

生物学的製剤の同等性試験　　　

再評価等に必要な情報の収集・整理及び提供

　動物用医薬品を製造販売するためには、農林
水産大臣の品目ごとの承認とその医薬品の種類
に応じた製造販売業の許可が必要です。当所は、
製造販売承認申請書の審査や、その添付資料等
の信頼性基準適合性調査を行っています。
　また、動物用医薬品は、開発から承認に至る
までに長い時間と多額の費用を要します。製造
販売業者の負担の軽減を図るため、開発段階か
ら適切な助言・指導を行うとともに、様々な情
報の収集・提供や評価を行い、承認後の有効性
や安全性の確認・見直しを行っています。



海外悪性伝染病に対する危機管理安全対策

動物用医薬品の使用基準を確定するための調査 

薬剤耐性菌対策（動物由来細菌の薬剤感受性試験等）

動物用医薬品の環境に対する安全対策（環境影響評価等）

　国際化が進展し、海外から悪性伝染病が侵入
するリスクが絶えません。口蹄疫、高病原性鳥
インフルエンザ等について、国が備蓄するワク
チンの検査や診断薬の調査等を行っています。
　また、畜水産食品中に薬剤が残留しないよう
動物用医薬品の使用基準を設定するための調査
を行っています。抗菌性物質製剤の不適切な使
用により薬剤耐性菌が選択され、増加すること
のないよう、家畜等の生産現場における薬剤耐
性菌の調査や評価を行っています。環境中に放
出された動物用医薬品が動植物や微生物に与え
る影響の調査や評価を行っています。

信頼



Senior Officer for Biosafety

調査研究（通常研究、プロジェクト研究、共同研究等）

承認審査資料の国際的調和（VICH）  

技術研修

　進歩する科学技術に対応した信頼性の高い製造・
品質管理の指導と検定・検査を行うために、動
物用医薬品に関する総合的な調査・研究機関と
して様々な研究を実施しています。これらの成
果は製剤基準、検定基準に反映させるほか、学会、
学術雑誌等に報告しています。
　また、「動物用医薬品の承認審査資料の調和
に関する国際協力(VICH)」の会議への出席、国
内外の試験法の比較や統一化等を進めています。
　さらに、動物用医薬品の検査技術の高位平準化
のため、都道府県の薬事監視員、製造販売業者等
を対象に技術研修を行っています。国際技術協力
の一環として職員を専門家として各国に派遣したり、
海外研修生に対する技術移転を行っています。
　2010年5月、当所と独立行政法人 農業・食
品産業技術総合研究機構動物衛生研究所が共同
でコラボレーティング・センターとして認定さ
れました。今後もアジアにおける家畜疾病の診
断及び防疫と動物用医薬品評価の分野で国際貢
献を果たします。

海外技術協力



家畜衛生試験場（現 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構動物
衛生研究所）に検定部が設置され、動物用生物学的製剤の国家検定を開始

農林省畜産局（現 農林水産省生産局畜産部）に薬事課が設置され、薬
事課分室として国家検定業務を継承

薬事課が廃止され、一時、衛生課分室となる

動物医薬品検査所として独立（業務部、庶務課及び調査課）

現在地（国分寺市）に庁舎新築・移転

現行薬事法（法律第145号）が制定、翌年2月に施行され、同法に基
づき検査業務等を実施

業務部及び調査課を検査第一部及び検査第二部に再編整備

企画連絡室を設置

企画連絡室に企画調整課及び技術指導課を設置するとともに庶務課を
庶務課及び会計課に再編整備

企画連絡室に審査調整課を設置

企画連絡室に検定検査品質保証科を設置

動物医薬品検査所と独立行政法人農業・食品技術総合研究機構動物衛生
研究所が共同で「アジアにおける家畜疾病の診断及び防疫と動物用医薬
品評価」を協力分野とするOIEコラボレーティング・センターに認定

1948（昭和23）年10月

1950（昭和25）年  5月

1956（昭和31）年  3月

6月

1959（昭和34）年  4月

1960（昭和35）年  8月

1968（昭和43）年  4月

1989（平成元）  　年  5月

2002（平成14）年  4月

2007（平成19）年  4月

2008（平成20）年  4月

2010（平成22）年  5月

沿　革

National Veterinary Assay LaboratoryNational Veterinary Assay Laboratory（NVALNVAL）and  National Institute of Animal and  National Institute of Animal 
HealthHealth（NIAHNIAH） were jointly recognized as Collaborating Centres of which coop were jointly recognized as Collaborating Centres of which coop-
eration field diagnosis, prevention of epidemics of domestic animal disease in eration field diagnosis, prevention of epidemics of domestic animal disease in 
Asia, and is veterinary product evaluation.Asia, and is veterinary product evaluation.

耐

肉



耐

肉

庁舎

陰圧式検査棟

鶏病ワクチン検査棟

生ワクチン検査棟

第2庁舎

空調動物舎

中小動物舎

Main building

Negative pressure testing wing

Poultry vaccine testing wing

Live vaccine testing wing

Main building annex

Air-conditioned animal enclosure

Enclosure for medium- and 
small-sized animals

耐震保管庫

第2耐震保管庫

淡水魚ワクチン検査棟

大中動物舎

化学検査棟

高性能検査棟

水産用ワクチン検査棟

空調動物試験棟

Earthquake-proof  storage building

Earthquake-proof  storage building II

Freshwater fish vaccine test building 

Enclosure for large and medium-sized 
animals

Chemical analysis building

High-performance tests building

Fish vaccine test building

Air-conditioned test building

焼却施設

汚水処理施設

飼養・汚水管理棟

倉庫

総合検査棟

第1海水魚試験施設

第2海水魚試験施設

Incinerator

Sewage disposal plant

Breeding and sewage control 
building

Storehouse

Integrated Assay building

Marine fish testing facility I

Marine fish testing facility II

建物配置図



農林水産省  動物医薬品検査所
〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1

TEL 042-321-1841　FAX 042-321-1769

至 東村山

国分寺西国分寺

恋ヶ窪
新宿

2012年  6月改訂

渋谷
東京

(Inogashira-Line)

吉祥寺至 立川
(Ya
manote-Line) 

(Seibu-Line)

(Chuo-Line)

至 東村山

至 府中 至 小金井至 国分寺

至 新宿五日市街道至 五日市

至 国立

至 鷹の台

動物医薬品検査所
府
中
街
道

国分寺
市役所

恋ヶ窪駅

案内図
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