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CBER （Center for Biologics Evaluation and Research）
生物学的製剤などに関する行政
（規制，承認）
を行う
・血液製剤，血液由来成分によるもの，供血者の検査方法や
血液製剤の製造デバイスなど
・ワクチンを含むアレルゲンとなりうるような製剤
・モノクローナル抗体製剤，抗癌サイトカイン製剤，抗心不
全酵素製剤などの蛋白質製剤
・遺伝子組み換え生物学的製剤
・バイオテロに関する対応

Device

をきっ

ミド・エリキシール事件

CDRH （Center for Devices and Radiological Health）
医療機器，電磁波放出性製品等に関する行政（承認・規制）を行う
・コンタクトレンズから人工心臓などあらゆる種類の医療機
器の有効性・安全性評価
・医療機器の市販後調査
・CTスキャンやMRIなどの医療機器のほか，電磁波を放出す
るような一般機器（電子レンジや携帯電話など）の安全性評価
CDER （Center for Drug Evaluation and Research）

〈表〉DHHSの12の機関

Overview』
なる冊子があるが，その
見出しに
「FDAは約120兆円分に値す
る製品を規制・監督している。これ
は米国で 1 ドルの消費があるとする
と25セント分に相当する」
と書いて
ある。
FDAの詳細については他書に譲る
が，ここでは簡単にFDAについて触
れておきたい。FDAのホームページ
からも見ることができるが，FDAの
使命はこう書かれている。
「医薬品および動物用医薬品，生物
学的製剤，医療機器，国内の食糧供
給，化粧品，そして電磁波を放出す
るような製品の安全性と有効性を保
証することによって国民の健康を守
ることが，FDAの責務である。加え
て医薬品や食品をより効果的に，安
全に，そしてより安価にするための
技術革新を加速させることによって

Administration for Children and Families
（ACF）
児童保健・福祉，家族単位の社会保障等を扱う
Administration on Aging
（AoA）
高齢者社会保障など
Agency for Healthcare Research and Quality
（AHRQ）
健康福祉全般にかかる研究など
Agency for Toxic Substances and Disease Registry
（ATSDR）
人体，生物に作用する有害物質に関連した公衆衛生行政等
Centers for Disease Control and Prevention
（CDC）
疾病に関する調査研究，予防医学，健康増進など
Centers for Medicare ＆ Medicaid Services
（CMS）
健康保険や医療費など
Food and Drug Administration
（FDA）
食品，医薬品，医療機器に関する行政
（承認・規制）
Health Resources and Services Administration（HRSA）
健康保健関連施策の向上など
Indian Health Service
（IHS）
米国およびアラスカ先住民に関する行政など
National Institutes of Health
（NIH）
医学研究の実施や支援など
Program Support Center
（PSC）
DHHSの行政を効率化させるための機関
Substance Abuse and Mental Health Services Administration
（SAMHSA）
精神疾患，薬物依存など

造業者に対する医薬品の有効性証明の
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薬品副作用の迅速な報告の義務化④製
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すべての処方箋薬とOTC薬（over the counter; 処方箋がなく
とも購入できる薬）
に関する行政
（承認・規制）
を行う
・医薬品の市販後調査
・医薬品の情報提供
CFSAN （Center for Food Safety and Applied Nutrition）
食品一般に関する行政を行う
・肉と卵を除く食品の安全性
・食品由来疾病に関する公衆衛生行政
・食品を介した生物テロ対策
・遺伝子組み替え食品の安全性
CVM （Center for Veterinary Medicine）
乳肉卵食品に関する行政と動物のための医薬品行政（承認・
規制）
を行う
・狂牛病対策
・畜産物からの残留抗生物質問題対策
NCTR （National Center for Toxicological Research）
FDAが扱う製品について，peer-review目的で有効性・安全性
の再調査
（実験・研究）
を行う
OC

（Office of the Commissioner）

事務部門：FDAを統括する機関
ORA （Office of Regulatory Affairs）
事務部門：FDAにおける規制立案，センター間の連携援助，
FDA支局の統括など

