
別紙

平成29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 スミクロール 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 KT182 合格

岩手県 フルモキサール散５％ 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 6920F0 合格

宮城県 アーマー ＧＥＡオリオンファームテクノロジーズ株式会社 1732104R00
要指導
不備事項

宮城県 犬猫の虫下し「ゲンダイ」 現代製薬株式会社 SF02 合格

秋田県 フロルフェニコール散１％「フジタ」 フジタ製薬株式会社 １０２８１７ 合格

山形県 動物用イソジン液１０％ ムンディファーマ株式会社 KA７１０１ 合格

山形県 アセジスト細粒 共立製薬株式会社 １６１１２５１　 合格

福島県 動物用ネオラック 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 6403A0 合格

福島県 ピペゲン錠 現代製薬株式会社 SB03 合格

茨城県 フルモキサール散５０％ 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 7003F0 合格

栃木県 クレンテ 日産化学工業株式会社 6907 合格

栃木県 ネオマイゾン注射液 共立製薬株式会社 EVMSJL020 合格

神奈川県 ピペラックスシロップ 現代製薬株式会社 QI02 合格

新潟県 動物用ネオヨジン液 岩城製薬株式会社 6E003 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 1611141 合格

富山県 動物用ネオヨジン液 岩城製薬株式会社 65003 合格 ※

富山県 フロルフェニコール注２００「フジタ」 フジタ製薬株式会社 102717 合格

福井県 水産用ネオヨジン液 岩城製薬株式会社 ５６０６７ 合格

長野県 ＰＶＰヨード液Ｌ（フジタ） フジタ製薬株式会社 １００５４７ 合格

岐阜県 バイメック　トピカル バイエル薬品株式会社 KP0BWZO 合格

静岡県 動物用イソジン液 ムンディファーマ株式会社 JA7201 合格

滋賀県 エクスカット２５％・SFL 株式会社　科学飼料研究所 XC6004 合格

京都府 ノロメクチンペースト 共立製薬株式会社 5295-300A 合格

大阪府 ノルバサン　サージカルスクラブ 株式会社キリカン洋行 79060009 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。

製剤分類 合格 要指導・不備事項
要指導・不備事項
(改善措置済み）

不合格 計

殺菌消毒剤 17 0 1 0 18

内寄生虫駆除剤 19 0 0 0 19

合成抗菌剤B 10 0 0 0 10

計 46 0 1 0 47
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大阪府 ハートメクチン錠２３ あすかアニマルヘルス株式会社 K114A 合格

兵庫県 水産用イソジン液10％ ムンディファーマ株式会社 LA6701 合格

兵庫県 ハダクリーン バイエル薬品株式会社 KPOAU1D 合格

和歌山県 ディリーガード５０ エコラボ合同会社 SO32871 合格

和歌山県 メイポール10 Meiji Seika ファルマ株式会社 HMPBK 12097 合格

鳥取県 モキシハートタブＫＳ７．５ フジタ製薬株式会社 76A 合格

鳥取県 フロルフェニコール注１００「フジタ」 フジタ製薬株式会社 100737 合格

岡山県 バイオシッド３０ ゾエティス・ジャパン株式会社 61444 合格

岡山県 ノロメクチンポアオン 共立製薬株式会社 6402-33B 合格

広島県 ワイプアウト エランコジャパン株式会社 517008 合格

広島県 フロルフェ二コール１００注射液 田村製薬株式会社 JF27I008 合格

山口県 ドロンシット錠 バイエル薬品株式会社 KP0BP3L 合格

高知県 ＰＶＰヨード液１０％「フジタ」 フジタ製薬株式会社 102437 合格

高知県 塩酸レバミゾール散・100 共立製薬株式会社 1702202 合格

福岡県 マリンバンテル 株式会社　科学飼料研究所 MARIN 8700 合格

福岡県 動物用チアンフェニコール５％散「ＫＳ」 共立製薬株式会社 1606101 合格

熊本県 モキシハートタブＫＳ１５ フジタ製薬株式会社 77A 合格

熊本県 フロルフェニコール２００注射液 田村製薬株式会社 JB29I00910 合格

大分県 エコメクチン　トピカルオン 株式会社エコアニマルヘルスジャパン EM04017 合格

大分県 フロルフェニコール液１０％「フジタ」 フジタ製薬株式会社 111807 合格

鹿児島県 フロルフェニコール0.5％散「KS」 共立製薬株式会社 1719181 合格

沖縄県 ポリアップ１６ あすかアニマルヘルス株式会社 106AFE 合格

沖縄県 モキシハートタブＫＳ３０ フジタ製薬株式会社 77A 合格


