
別紙

平成28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）

岩手県 重曹注 日本全薬工業株式会社 603120 合格

岩手県 動物用生食V注射液 日本全薬工業株式会社 604180 合格

宮城県 トンキーFB100 フジタ製薬株式会社 102016 不備事項

宮城県 AD3E注「文永堂」 文永堂製薬株式会社 12036
不備事項（改
善措置済み）

山形県 ダイメトンB注20％ フジタ製薬株式会社 100866 合格

山形県 トンキー200 フジタ製薬株式会社 102226 合格

福島県 等張重曹注 日本全薬工業株式会社 605200 合格

福島県 ジメトキシン注NZ 日本全薬工業株式会社 601140 合格

茨城県 アイアンシロップS 株式会社　科学飼料研究所 SS6001 合格

栃木県 ビタミンK1注 日本全薬工業株式会社 602040 合格

栃木県 等張加糖リンゲル液「KS」 共立製薬株式会社 1510201 合格

埼玉県 ビタミンB1加リンゲル液 共立製薬株式会社 1605192 合格

埼玉県 エステー散「KS」 共立製薬株式会社 1606304 合格

東京都 パラキソリンF 三栄製薬株式会社 03074 合格

神奈川県 グルカ注20％ 共立製薬株式会社 1604182 合格

富山県 キシリット注25％「KS」 共立製薬株式会社 1603082 合格

富山県 7％重曹注「KS」 共立製薬株式会社 1603182 合格

福井県 アイアン200 共立製薬株式会社 1511031 合格

福井県 ダイメトンS散 Meiji Seikaファルマ株式会社 DSPLD6190 合格

長野県 テツクール200 あすかアニマルヘルス株式会社 J028A 合格

長野県 ビタフラルD３－S 共立製薬株式会社 1605121 合格

岐阜県 ビタフラル－フォルテ 共立製薬株式会社 1602121 合格

岐阜県 ジメトキシン20％注「文永堂」 文永堂製薬株式会社 15036 合格

静岡県 ダイサクサン 共立製薬株式会社 1604082 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。当所所長から改善措置等の行政指導を行います。
不備事項：表示事項について保健衛生上の大きな影響が想定されない程度の不備があったもの。
　　　　　　　必要に応じて畜水産安全管理課から改善措置等の行政指導を行います。
不合格：明らかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第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
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静岡県 メイロング液 株式会社　科学飼料研究所 5ZA04G 合格

滋賀県 ビタフラルD３－1000 共立製薬株式会社 1603151 合格

滋賀県 サラーロン フジタ製薬株式会社 100326 合格

京都府 ビタロング液 共立製薬株式会社 1505181 合格

大阪府 スカーレット12 フジタ製薬株式会社 100126 合格

兵庫県 メイロング 株式会社　科学飼料研究所 63A06G 合格

兵庫県 トンテツB12注「明治」 フジタ製薬株式会社 100226 合格

奈良県 高張食塩V注射液 日本全薬工業株式会社 510090 合格

和歌山県 レスチオニンC注 共立製薬株式会社 1607281
要指導（改善
措置済み）

和歌山県 水産用パラザン10％ 松村薬品工業株式会社 507002 合格

鳥取県 コンドロイチンD3注 文永堂製薬株式会社 09016 合格

鳥取県 ニューグロン・S 共立製薬株式会社 1602181 合格

岡山県 ニュートリミックス液 株式会社　科学飼料研究所 64A01G 合格

広島県 ビタレラAD３E フジタ製薬株式会社 100875 合格

広島県 グリーンFゴールド顆粒 三栄製薬株式会社 17026 合格

山口県 ニューグロン 共立製薬株式会社 1511181 合格

山口県 観パラD 三栄製薬株式会社 26105 合格

高知県 キシリット注25％ 日本全薬工業株式会社 511170 合格

高知県 水産用ダイメトン散 Meiji Seikaファルマ株式会社 DMPLF10501 合格

福岡県 高張食塩注「KS」 共立製薬株式会社 1604201 合格

福岡県 パンカル注50mg フジタ製薬株式会社 102345 合格

熊本県 パラザン 松村薬品工業株式会社 511001 合格

大分県 ニュートリミックス液－C 株式会社　科学飼料研究所 64A62G 合格

大分県 ピッグメートS2 フジタ製薬株式会社 111516 合格

宮崎県 ニューボロカールA 日本全薬工業株式会社 605190 合格

宮崎県 ナックル液 株式会社　科学飼料研究所 ENCL42A39G 合格

鹿児島県 パンチクロン注 理研畜産化薬株式会社 VPT18 合格

鹿児島県 水産用ダイメトンソーダ Meiji Seikaファルマ株式会社 59A13G 合格

沖縄県 ビタミンイー注 日本全薬工業株式会社 603230 合格


