
平成25年度動物用医薬品の危機管理対策事業による収去検査結果

収去場所
（検査を実施し

た都府県）
製剤名 製造販売業者

（収去品に記載されていた業者名）
製造番号 判定

備考
（※は２県以
上で重複して
収去した製

剤）

青森県 スミクロール
住化エンビロサイエンス株式
会社

SK164 合格

青森県 アストップ200 株式会社　科学飼料研究所 EATP2M　2YA16G 合格 ※１

岩手県 ソルビー・シロップ ファイザー株式会社 1218202 合格

宮城県 ニュートリミックス液ーC 株式会社科学飼料研究所 34A03G 合格

秋田県 動物用イソジン液 Meiji Seikaファルマ株式会社 ADDL693 合格 ※２

秋田県 アンテック　ビルコンS バイエル薬品株式会社 1212BA0160 合格

山形県 ソルビー錠 ファイザー株式会社 1118101 合格

山形県 アセジスト細粒 共立製薬株式会社 1305291 合格

福島県 ビタミンイー注 日本全薬工業株式会社 304090 合格

茨城県 動物用イソジン液10％ Meiji Seikaファルマ株式会社 ADAGGD22 合格 ※３

栃木県 ネオマイゾン注射液 共立製薬株式会社 EVMSJ001 合格

栃木県 チアンフェニコール散「フジタ」 フジタ製薬株式会社 101262 合格

埼玉県 動物用イソジン液10％ Meiji Seikaファルマ株式会社 ADAGD４ 合格 ※３

千葉県 フロルフェニコール散2％「フジタ」 フジタ製薬株式会社 102913 合格

千葉県 フロルフェニコール2％液「KS」 共立製薬株式会社 1306241 合格

神奈川県 アストップ 株式会社　科学飼料研究所 2YA10G 合格

新潟県 フロルフェニコール注２００「KS」 共立製薬株式会社 1307301 合格

富山県 ニュートリミックス液 株式会社　科学飼料研究所 25A21G 合格

福井県 フロロコール１００注射液 ナガセ医薬品株式会社 260101 合格

福井県 ノロメクチン注 共立製薬株式会社 ２１０１－９２ 合格

長野県 パイセス
ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

P698/102C 合格

岐阜県 ハートメクチン錠６８ あすか製薬株式会社 D１０４A 合格

岐阜県 フロロコール５ 株式会社　科学飼料研究所 2132 合格

判定の種類
合格：全ての検査項目が合格であったもの
要指導：保健衛生上の大きな影響が想定されない程度の軽微な不備があったもの。
　　　　　　当所企画連絡室長から改善措置等の行政指導を行います。
不合格：明らかに薬事法第５６条違反であるもの、有効性・安全性に影響するような表示の不備があったもの等。
　　　　　　畜水産安全管理課長から自主回収、原因究明及び改善措置等の行政指導を行います。



収去場所
（検査を実施し

た都府県）
製剤名 製造販売業者

（収去品に記載されていた業者名）
製造番号 判定

備考
（※は２県以
上で重複して
収去した製

剤）

静岡県 メイロング液 株式会社　科学飼料研究所 19A05G 合格

静岡県 デュファフラルD3-1000 ファイザー株式会社 16867 合格

三重県 パナメクチンチュアブルP68 Meiji Seikaファルマ株式会社 NCMJL01901 合格

三重県 モキシデック錠30 ファイザー株式会社 C131 合格

滋賀県 ビタフラルD3－1000 共立製薬株式会社 1304111 合格

京都府 クリアキル－１００ 田村製薬株式会社 ＣＫ３Ｄ８６
要指導（改善
措置済み）

大阪府 ドロンシット錠 バイエル薬品株式会社 KP082XP 合格

大阪府 パナメクチン錠Ｓ３４ Meiji Seika ファルマ株式会社 PSAJG05201 合格

兵庫県 ビタレラD３注 フジタ製薬株式会社 102863 合格

奈良県 動物用イソジン液 Meiji Seika ファルマ株式会社 ADDL692 合格 ※２

奈良県 動物用ネオヨジン液 岩城製薬株式会社 2A010 合格

鳥取県 コンドロイチンD3注 文永堂製薬株会社 9013 合格

鳥取県 ビタフラル-マルチ 共立製薬株式会社 1301311 合格

島根県 クリアキル-200 田村製薬株式会社 CC25C012
要指導（改善
措置済み）

島根県 ポリアップ16 あすか製薬株式会社 076ACE 合格

岡山県 フロルフェニコール注２００「フジタ」 フジタ製薬株式会社 102663 合格

広島県 メイロング 株式会社科学飼料研究所 33A01G 合格

山口県 クレンテ 日産化学株式会社 0509 合格

徳島県 モキシハートタブＫＳ７．５ フジタ製薬株式会社 ２８Ａ 合格

高知県 イベルメックPO フジタ製薬株式会社 110323 合格

福岡県 デュファゾールAD3E 共立製薬株式会社 17379
要指導（改善
措置済み）

福岡県 デュファフラルAD３E ファイザー株式会社 16415 不合格

長崎県 イベルメック注 フジタ製薬株式会社 102372 合格

長崎県 マリンバンテル 株式会社　科学飼料研究所 MARIN6600 合格

熊本県 ビタフラルD3-S 共立製薬株式会社 1203061 合格

熊本県 ロビソールAD3Eオーラル、タイプ50 日本全薬工業株式会社 211070 合格

大分県 クリンエール 共立製薬株式会社 1209121 合格

宮崎県 アクアフェン
住化エンビロサイエンス株式
会社

7589 合格

鹿児島県 ビタレラAD3E フジタ製薬株式会社 111822 合格

沖縄県 アストップ 200 株式会社　科学飼料研究所 EATP2M 31A22G 合格 ※１

沖縄県 モルホナイド20 サンケミファ株式会社 M11C08 合格


