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農林水産省動物日記療品検家所企綱渡勝君臨審査調整鵠 回村行� 

FAX:042-321-1832 


動物用一般医薬品開査余における帯付金ー契約金受車{割当て}額
 

FAX回答勇軍


平成� 25年� 5s28際 動物罵一般医薬品費奈会


寄付金・契約金号車の愛娘{鍬奇襲て}綴について、以下のとお号患者事する._1itボゾールシャンプーの象緩めまぎ穫について

食業名簿童書全第:共立製業様式会役


位受領なし 

口� 50JJ汚以下

ロ� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


機廠お アルファキサンの承憶の可否について

企灘4	 iS ikll.凪フア ルレ名!i(伸申欄企掛:~脇!eiJ棋 偽@曲正也， 7' 1
M 型賛	t慣なし


50万円以下

60万円超-500万円以下
 

LJ 500万陪超

金幾名〈費者会金艶:マイラン製薬線量生会社


ぽ受領なし 
  

口
口� 

o 50 H:J， f!il;j

U 50方問題-500万円以下� 

LJ 500:np:j怒

滋遺書� 3 JJ::tシサイル量産8窓富、海� 16m露、 i湾錦Z眠，&び!務� 64m曹の承認の苦苦手干について

公然.f，{車線食齢:日本イーライヲヲ一線式会社

話愛媛なし 
  
LJ 50".円以下

日� 50万円11-500万円以下

白� 500万円超


金幾.f，(競合会幾):ノパルテイ λアニマルヘルス株式会社
 

efiJt績なし
 
U 目O万円以下

口� 50方向綴-500万円以下

口� 5005内総


燈題4 プロナミド歓1%の承縛の可否について
会機事{取締11:;船� :DSフア}マアニマJV--、ルス緯式会社


位f習を官接なし

ロ� 60:;1宮内以ヤ
 
o 50lifll悠-6001王将以下

岱� 500ヌff!i綴




務総

議題S アレルミ品…ン怒DMO.l.flll0.5、 i罵 1、問 2、!湾 51をぴ問 10 の五~I緩め買I谷に
ついて

会業名{基幹線会費陸上潟本会費，，:ζ薬事程式会社


!!J'受領なし

ロ� 50万円以下

ロ� 60'7.f問綴-600ヌHIJ以下

ロ� 50D7J符鰻


議題告� λナ� γプ.cPLの語障鶴のE可否について


金型車各{申純金銭):アイデ"クスラボラト日}ズ練式会祖;
 

ttr~領なし
ロ� 50万円以下
 
U 60万円雌-500万円以下
 
CJ 600万円総 


諸島17 インターセプタ・-8チ品ププル私!司 M、関L及び問江，� s?承認のRJ容につい

で

会第"'(単純金集): ノ/(/レディスア主主ザルへルス株式会社
 

U 受領なし
 
U 50万円以下

口� 507J汚綴-5007.1汚以下
 
o 500万円選


企 4!i(豊富合金拠:メ空アルージャパン僚会会社


r:9'愛媛なし

‘ 	 ロ� 5Q]jP1kl F 
U 50nF奇襲11.....お00ヌ王将以下

ロ� 5007.1!L.l豊臣
企業組窓会企艶:フジタ製獲鈴式会総

~受領なし 
o 50万符以下

ロ� 50万円飽.....500万向以下
 
o 500万円程

金襲名{飯合企業}:パイヱル薬品機式会社
 
g 受領なし

口� 50万円以下

ロ� 50:万円超-500万円以下 
  
U 500万問題 


番員名: 生子露もち	 議

焼事事水産省勤務医東品検査所企E露連絡概容濠調量産諜

潟村直也 

健婦� 042-321-1959 

FAX 042-321-1832 




})Ij紙

虚林水.iIi省動物慾調臨&.後復路庁 企踊連絡量産 審牽調整源 問村行� 

FAX: 0 4 2 -3 2 1 -1 8 3 2' 

動物周一般医薬品開査会における寄付金・襲約金受取〈離さ告で)麟� 

E組問答諜

平或25益事� 5J.l2SE'i 動物刻一般医薬品窮査会

寄付金'契約金等の祭費量{叡言語て}績について、以下の左おり密答するa

畿運IU セポゾールジャンプいの殺事事の湾ミ療について

企業転車湾企業}?尖主主製薬事章式会社

19"受豊富なし

口� 50万F号以下

口� 50万円豊里-500万円以下

口� 500万伺趨


滋題Z アルファキサンの承認の苛苦手について

企業:伸積金掛:Meijiseikaプアル?総裁会社� 
~ 

恒人受領なし

ロ� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 600万円趨


企業!臓合企掛:マイラン製藁株式会社

ぽ受領なし 

口� 50万fIl以下
 
0 ・5013問題-500万円以下

口 語�  00万問題 


滋怨3 ヲコンサイル量産8mg，、夜諸国事、湾� 32滋藍及び襲警鈎悲喜のゑ認の予ぎを否について

会築制僚要警会欝:箆本イ」ライヲヲ一線式会後� 

g 受綾なし� 

o 1;)0ヌH号以下� 

o 50-方向怒-500万円以下

日� 500万問題 


金銭各機会会船:ノパJげイスアエ71レへIレス徐式会社

隠'受領なし
 
o 50n円以下� 

o 50 ヌìfIl縦~500万円以下

ロ� 500万何趨

議題車4 ブ� nナミド督責1%の象穂の可否について

企業制剛警官会掛:DSアァ--qアニ7JV--Jレス様式会社

ぽ習を僚なし

口� 50万円以下

口� 5' 0 ;.a:内義援-500万円以下

口� 500万円超 


司V 



Jlj紙

議題S アレルミヱ>--ン1IDMO.l、問� 0.5、fiu1，fIiIJ2、鰐� 51量び鈎� 10の殺総11)1守容に
ついて

念業名伸務企艶:箆本金集工業株式会社

ロ/締なし 

ロ� 50方向以下 

ロ� 507.i内縁......500万F号以下
 

o 500方向緩

滋翼護6 スナップ・cPLの承認の可否について

余幾名(if!警察会総:アイデックスラボラト笠ーズ様式会社

日 -500諮り万円超 万円以下

口� 
口� 
口� 

百受領なし
口� 50万円以下� 

t:4受領君主し。50ヌ王将以下� 

o507.ip.:j緩-500万円以下� 

D 500ヌ王将緩
調農緩7 インターセプターSチコ弘アプルS、関� M、周� L及び間工ふの波書怒の可否まについ

て
傘幾名畑織金滞: ノパルディスアエエサルヘルス株式会社


絹/受領なし

鳴� D 50万円以下

口� 500万円歳

企業翁機合会掛:メリアル・ジャパン株式会社

切受領なし 


50万円以下
 .. ]5円以下-500万円飯50
500万問鰻


企業名備会会船;フジタ継凝株式会社


05 0万円趨-500万円以下

口� 500万円超


企業者犠合会掛:パイニL)レ業必事長式会総.
 
g 受領なし

日� 50万円以下
 
D 50 :lí1!)超~500方向以下
 

o 500)Jp:J超

委昼名: 久手?耕 一議�  

重量移水産省磁場tll'f薬品検家続企遜漣終袋署際家線設費襲 

2島村喜Hs
電話� 042-321-1959 
FAX 042-321-1832 



泌総

運毒事事:;rk覇軍奇言動物語ま獲S急車産湾統 余震必豪華ヨ監 察後際費量軍基 鐙狩fi 

FAX:o.毒2-321-1832

議毒物鬼一般車薬品霧査会における寄位金金契豹金受窓〈察当て}額� 

FAX詔答票

平成25嘉手� 5}J2 8 a動物用一般箆薬品務査会

事寄付金� e契約金書事の受取(割当て}看護について、以下のとおち回答する=

機感� 1 セボゾいJレシャンプーの添書患の可書きについて

1E業制限絡会議):共立製薬株式会社

切受領なし 

ロ� 50万円以下 

ロ� 50万間続-600万円以下

ロ� 5007.i問題


器量賎� 2 アノレブァキサンの承憾の可否について

企業4:.(ゆ繍企業): MeijiSeik.aファルマ株式会社

世受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円周-500万円以下

口� 5007.i円超


企業名(筋合企業訪:マイラン製薬株式会社

留受領なし 

ロ� 50万円以下
 

ι 口� 50万問題-500万円以下

口� 500万円超

議題� 3 !JコンサイJレ錠� 8血� g、間� J6mg吻問� 32mg及び問� 64mgの京総の可否療について

企業名〈申請企業的:日本イーラィ 9]}~株式会社
回/受領なし


口� 50万円以下

口� 150万円超-500万円以下

ロ� 500方向趨


会業頃合企業:):ノパJレディスアニサ/v.......ルス妹式会社

宮受領 なし 

包� 50万PJ以下
 
o 50 万円超~500万円以下
ロ� 500万河鰭

議室11. プロナミド敏� 1%O)jf(鰐のif{僚について

企業~(!f!重量企業): DSファーマアエニすJレヘルス機式会争点

百受領主主し

ロ� 50J'i符以ド 

色� 60方向鐙-5007.iF号以下
 
o 500万持怒



.. 


U.8紙

滋滋5 間0.5、i 湾§及び隠� 10の承認の可存に号王、問皇、� ii豆、O.アレルミ品…ン奴D.亘書� 

ついて

余波名神務会総El本金3築工業縁式会社
 

a 告を綾なし

岱� 50J.iF号以下


口 器。ヌH号緩-500:o'R以下 


む� 50ひ:o'R緩

議慾6 スナシプ.ePLのま京認の湾杏について

g 	受領なし

口� 50万円以下

日� 50J.i肉類-500方向以下 


口� 500万円超

融緩7 イνターセプターSチ孟アブル� S 司滋、同L及び濁江，の語表誌の句者ぎについ，r


て


G 受領なし

口� 5 075円以下


ロ	 500J1円超

団受領なし
口	 50万円以下


50万円超-500万円以下

500万円超


1i::.幾翁〈時司鰭企業):アイデ タスラボラトヲーズ稼式会社y	

企業;f.{ifI繍企灘}: ノパルティスアエマル� 株式会社レλ"-J

口� 50 -:-500万円趨 7.)円以下

企業4;(鏑合企業):メリアル・ジャパン糠式会社

口� 
口� 

企業>s(娘合企操): フジタ製薬株式会社

ぜ受領なし

こJ 50万円以下

ロ� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


企業名簿合企業):バイエル業品事転式会社

宮� f 受領なし
 
o 	60万円以下� 

o 50万円超 ~500万円以下


ロ� 500万将超


委塁盈: ヰ十キモそらJι	 議

農事i:71<産省動物量産妻室長検査僚会函連絡務審査薄聖書車線

湾村箆也
電話� 042-321-1959 
FAX. 042-321-1832 



叩..�  ..  

(2] 

総統� 

Z量教Jlc猛省事毒物際業主義型産後続 食満議室車産量~ ~普主主翼豪華麗 E器対行� 

FAX: 0 4 2 -3 2 1 -1 8 3 2 

動物用一般医薬品調査舎における帯付金・契約金受理主〈叡讃て}額� 

FAX回答粟

平成25年お月� 28自 動物周一般医薬品調査会

寄付金・契約金等の受賞主(制言語て}鱗について、以下のとおり闘終十::!)q

鍍緩� 1 セポゾールシャンプーの象協の可答について

会実名停望書念業:):災'sl.綴祭事象式会後


ぎ受領なし 
  
05 0万湾以下

ロ� 50万内緩-500ヌ7将以下

ロ� 500万汚緩


動題zアルファキサンの余緩め商1妻子について

企業名{皐言語企業): Mo制ji伽� ikaファルマ繰式会社

ぜ受領なし 

口� 50万肉以下

ロ� 50万円筒-500万円以下

ロ� 600万同級

余襲名〈量産会食機): ，.イラン製薬株式会社
 
ot受慣なし

ロ� 5 0 J1Pl以下
 
o 50:1宮内緩~器 00万円以下

ロ� 500方向趨

議緩3 ジζ2ンタイル袋詰滋器、!烹� H加富、!電器蕊g2ミぴ襲警併殺'1の導監徳の可否について

会話露1'(政務会災):続本イーライジジー事長式会後
 
g 受綴なし

口� 50万円以下

口� 507.i内総-5007.i間以下

口� 500万円緩 


企業浄機合金輪:ノパルテイスアエマルヘルス株式会社
 
IO.受領なし

口� 50万内以下

ロ� 50万円縮"-'500万円以下

ロ� 600万円超


畿題4 ブロナミド盟主� 1%の承18.の可疫について

会発it!(時理櫛念掛� :DSファーマアニマノレヘルス株式会社

溜受領令し 
  
O 器� o7IF号以下
 
Q 器o7IF守忽-500万円以下
 
o 500万汚鐙� 

i修3 



-・ 

" 
 (31 

守jI瓶

事機療� 5 アレルミ品一ン� HDMO.l、問� 0.5.淘� 1、!均� 2、関� 5&び鰐� 10の承認の司被に

ついて


企業~(廟鯵念幾) :13本金量産ヱ3像機式会後

白百受領なし

口� 50万円以下

日 目07i内組.....500万円以下

口� 500万円超


議煙草 スナップ'cPLの承認のます翌ぎについて

金集~(療護脅金欝:アイデックスラヰミラトヲーズ縁式会長t

[i'受綾なし

口 筏�  07i円以下

ロ� 50方問題.....500万門以下

口� 500万問題 


鶏周� 7 インタ…セプタ、.幽…白


て

?伸締金制ノ.I-<IV7'"イスアニマ� J…ス徐齢社 


費量豊震なし
 
Q 器07iF号以下

ロ� 50万円超~500万間以下


ロ� 500万円超

企業~(凝合企業) :メ pアル・ジャパン株式会役


阪聖堂債なし

日� 50万円以下

日， 50万円超~500万円以下 

o 500万円超


?議総勢:巧臨時 

きを領なし


の� 50万円以下
 
o 50万円超-500万円以下

日� 500万円超� A


企業争犠合企掛:パイエ£ル療品綜式会社
 
g 受領なし
 
o 50万向以下� 

o 5'0万汚超~祭� 00万円以下

口� 500万円超
 

H致点三r 端
接員名: fすよ京一杭� 

運動然水車軍省露毒物阪薬品検俊男奇傘組連絡重量響後繍幾線

路孝tf!:也.11，

滋言葉� 04i!..Lg2 1…1959 

FAXG42-321-1832 


降、・一向� 
[.] 



'‘ 


務i紙� 

農林水緩衝動物低家品検査所企E岡濃絡Z臨 海:ff鯛波宮里 回キm 
F冶X:042-321-1832 

動物用一般鹿薬品繍議会における寄付金・襲約金受車種i当て〉額� 

FAX冨答粟

王手或� 25年� 5..R28i3 望書物庫一般箆薬品調査霊会

寄付金� s 契約金者事の受験{餅当て}額について、以下のとおり回答する。

議題� 1 セボゾーJレシャンプ?の魚認の可否について

企業:t，(申誇企業):共立製業株式会社


回受領なし 

ロ� 50万円以下
 

田� 500万円超
織燈� 2 アルフアキサンの貧民毒患のor喜子について

企業:t，停鰭企業):11護婦isei主義ブアルザ鈴式会社

語E 受領なし

50万円超-500万円以下

500万円超


企業4';(幌会企業):マイラン損誕祭練習定会社


卿受領なし 


ヌo n50 .....500万円悠 号以下

50万間以下む� 

口� 
口� 

50り 万円以下

口� 
口� 

日� 50万円緩-500万円以下� 

o 500万円超
事後腹� 3 !Jコンサイル媛 8mg 器輩、関� 32I 湾� 64慾震の主主総のilJi‘raJ161 臨g及びi 容について

会議襲名(Etl毒金量陸上� 13*イ}ライヲ予…事長式会社

受領なし事選。60万円以下� 
o 50ñ内緩~500万円以下 

o 500方向超

念講驚:s(線合金費量}:ノバルティスアエエマルヘルス事者式会社


的 習を僚なし

50方向以下

50方問題-500万円以下


ロ� 500万悶超
議題4 ブロナミド理主1%の承箆の可否Fについて
金書険制第 ØI~船: DSファーマアニマ'VJ-、Jv;A練習に会社

習を微なし望。。50ヌn:q以下 
o 50ヌHXJ慾-500万F号以下

口器�  00万F専務




a‘ 

日'j紙

費量要望� 5 7'レルミ品一ン HDMO.l.r湖0.6、io11.問� 2、問� 5及び肉� 10の語教書患の可否に
ついて

続受領なし 


む� 50万円以下
 

口� 500方向趨

自章受績なし

ロ� 50万円以下


町� 500万問題

喜重量華� 7 インターセプタ…S チ::J.アブ 1レ s、問主要、/l!'J L 及び詩型Ll三の場~æの主著書ぎについ
て

国 習を額なし

口� 50万門以下

ロ� 50i宮内組-5007$円以下

口� 5007J湾総


企業名〈競合金察};メリアル・ジャパン妹式会稔
 
R 受領なし 

口� 50方向以下


食幾名〈正事務会事陸上自本会東工嫌様式会総

60 -500o 万円綴 万円以下

cPLスナップ. の殺認の汚苦言について議題告

9企業4l(寧鮪企業):アイデックスデボラト ーズ線式会松

ロ� 50 -500万円縫 万円以下

念集名(襲撃鍔企業): ノパノレディスアニニ-qJ¥.N'.，/レス稼式会社

会費量~(級会企業) : フジタ襲毒素様式会役

~受領なし

口
口� 

む� 50 万将超 ~500万円以下


む� 500万円超


む� 50方向以下� 

o 50 ヌlfI1超~5QOヌ王将以下 

o 500芳丹綴 

企業名{策会企業):パイエル薬品事長式会社


回受 領なし 

50万門以下

50 7i円超~500万円以ヤ

口� 500万円強

委員名:� 1¥¥蕗~託生 盤
農林水産省調書物箆翼u告を員査所 ~ii誕逮絡護者修賓測整型軽
1ft村il:1:!l

g器1-19..器搭:::0'"蝿主総� 

FAX 0 4 2 -3 2 1 -1 8 3 2 




務j告を

桝氷綿綿鴎品栂所釧糊慾師調態操岡村ず常手�  

FAX: 0 42 -3 2 1 -1 8 3 2 

動物用ー般限擁品調査監会における帯付金・興納金受取(割当て)額� 

FAX回答重要

平成 25&手 5~ 2813 動物月一般箆薬品欝費会

寄付金・繁華写会毒事の受取{務当て}菱重について、以下のkおち喜望者撃する.

議題� 1 ~ポゾールシャンプ刊の放言患の可谷について

企業名停務会掛:~奪:n:製薬株式会社


話受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円趨-50075円以下

ロ� 500万円焔


事務鰯2 アルファキザンの欺事患の可否について

会義名(噂鱒企業):M吋i恥泳縫ファルマ株式会社


傍受領なし 

ロ� 50:1王将以下


P，以下75{)-.60万符緩50o 
o 50075湾量産

会影名簿合企襲:マイラン線灘様式会社

窃受領なし 

臼� 50万円以下

ロ� 50万円越-500方向以下

口� 500万円超


締燭3 リヨシサイル能� 8m官、肉� 16m師、悶� 32m.g及び問� 64mcの添憾の可獲について

企線名(中瑚企業);日本イーライリリー株式会社 

d受領なし� Z 院

口� 50万円以下

ロ� 50方向超-500万円以下

口� 600万R超


会幾名縫合企業:):ノパルディスアニマ Jνvレス徐式会社

話愛媛君主し
 
o 507.王将以下 

o 50万円超-50075円以下

口� 500万円超

滋賜4 ブロナミド散1うもの象隠の可号容について

:IÊ::幾~(申純金掛: DSファーγア:::.引いルス椋式会社

[jJ'受領なし

悶 目。、万円以下


ロ� 50方問題......500方円以下
 
o 500方向超



別銀

銭題5 アレノレミューン� HDMO.l.肉0.5、間� 1、問忠、陶器及び閃� 10の鉄線の首f獲に

ついて

金援名伸繍企掛:日本金築工業株式会社
 
d受領なし

ロ� 50万円以下


50万円超-500万円以下

500万円超
議題6 スナγプ.cPLの承認の可否について

企業名{串務企業}:アイデックスラボラトリ山ズ株主に会社


凶受領なし 

口� 50万円以下

ロ� 50方向怒e"500万円以下

口� 500万向超


犠趨 	  7 インターセプダ-8チュアプルS、問� B在、深� L1iえび関 LLの求書患の可否につい

で

企業名{時E簡企業): ノパルディスアエ� ""vへルス事長式会後
 
aj 受豊富なし

ロ� 50万P:]以下

口� 60J.n:q超-500万円以下

口� 500万問主筆


金銭~(畿会全癒:メ詳アル・ジ~パシ様式会主主
車交綴なし 

む� 50方向以下
 
o 	50]iP:]鶏-'500万PiI以下
口� 500J.iP:]怒


:iil:幾d農機会念滞?アジタ製薬徐式会社


口� 
口	 

ぽ習を綴えまし� 
o 	50J.iP:]以下 

;75'Pi1以下0 O15P:]護軍'"Oii器o 
D. 500ヌifIl緩


公幾4臨機会会総:バイコニル猿&株式会社
 
o受章総なし

口� 50ヌ1f司以下

日� 50万拘緩-600iJ円以下

口� 500Ji内豊富


議盈金: 乙ιゃに	 援
勝林水E在省動物隠薬品検笈所会編漆総議埼膨張関雄官果

関村 日在宅包

電話� 042-321-1959 

FAX 042 …321…1832 



... 
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島林水産省動物医.品償査所企画連結宣審査演整型軽閏村行� 

FAX: 0 4 2 - 3 2 1 - 1 8 3 2 

動物用一般医薬品開査会における寄付金・契約金受取(割当て)額� 

FAX回答票

平成� 25年� 5月� 28日 動物周一般医薬品調査会

寄付金・契約金等の受取(割当て)額について、以下のとおり回答する。

楊腫1 セボゾールシャンプーの承蕗の可否について

企業名(申請企掛:共立製薬抹式会社
t受領なし� 

50万円以下

ロ� 50万円超-500万円以下

口� 5，00万円超

議題2 アルファキサンの承箆の可否について

企業名(申輔企業):M<吋iSei.kaファルマ株式会社

甲/受領なし

口� 50万円以下

ロ� 50万円超~500万円以下
口� 500方問題

企業名{鏡合企業):....イラン製薬株式会社

早/受領なし

口� 50万円以下

ロ� 50万円超~500万円以下
口� 500万円超

議題3 リヨンサイル錠8mg、同 16mg、同 32mg及び悶 64mgの承認の可否について

企業渇(申鱒企業):目本イ」ライリリー株式会社

国/受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


企業名(競合企掛:ノパルティスアニマルヘルス株式会社

島/受領なし

口� 50万円以下

ロ� 50万円超~500万円以下
ロ� 500方向超

議題4 プロナミド散1%の承認の可否について

企業名{申請企業):DSファー7 アエマルヘルス株式会社

昨/受領なし

白� 50万円以下

ロ� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超




4 

SIJ紙

誕85 アレルミ旦…ン� HDMO.l、関� 0.5、同し凋謡、問� 5;&び周� 10の承認の可苦手に

ついて

企業1]{申積金勢。:Iヨヨド念頭震工業様式会社主

漫f 受老衰なし


己� 5075F号以下
 
o 50J.1fI]緩-500万汚以下 


口� 500万円怒 

議題6 スナップ.cPLの法訟の可否について

企業!~申錆食業) :アイデックスラボラトリーズ株式会社
 

ar受領なし 

口� 5Q万円以下 

ロ� 5075内緩-500万円以下 


ロ� 500万円穏 

釜題 	7 インターセブタ…Sチュアプル&問M‘問� L.&び向日4の承憲容の官官苦言につい

て

企業:ti(i'fil毅念翼後); ノノ竜:Jl-'ティスアニエザルヘルス様式会社


手/受領えまし

口� 50;0門以下

ロ� 50方向縦-500万円以下 

口� 500方向組 


企業:ti(鍛合会幾):メ日アノレ・ジャパン株式会社

rjý'~受領なし
口	 50万例以下。50万何種-500万伺以下� 

o 	500ヌ王将重量

企業各機会企業}: フジタ車道祭事象式会後

議/撃を領なし
 

o 	6075間以下� 

o SO')j内総-500万円以下 


口� 500'空間遁

企業;翼覧会会業1:パイニ山レ襲品綜式会社


問'受領なし

口� 50万円以下 

日� 50万p3超-500万円以下 


口� 500方向忽 


重品名: ムムお 本	 盤

農林水産省動物医集品検鷲所会話題濠絡ま革審査読整課

限付� il[.fit 

語数告書� 042-321-1959 

FAX 0 4 2 -3 2 1 -183 2 




JlIJ紙

業率本水産省重毒物穫祭品全員:1ff野 会滋迫撃事襲3盤 審査義繁華庫銀 雲母村行� 

FAX: 0 4 2 -，3 2 1 -1 8 3 2 

動物舟一教霊薬品襲査会における寄付金集袈約金受取{割当て)額� 

FAX回答燕

平成25年 5月 28自 動物用…般隠薬品調査会

寄付金・契約金等の受取〈割当て)額について、以下のとおり回答するe

織鱒� 1 i主ボゾーJレシャンプ}の承認の可否について� 

il:: J韓~(鍛錬全員接}‘共立製薬株式会社
ぽ受領なし�  

o 50万円以下

。 50 1í円超~500方向以下

口� 500万円超

幾重重2 アルファキサンの承認の可否について


会議治〈ま幹線食業): Meiji Sei孟aフアルマ数式会社
 
m 受領なし

口� 50ヌ王将以下
 

o 50ヌ:i1I:J綴-500万円以下

‘ 口� 500万伺緩


企業~(総合念頭能):γイラン製薬繰式会社 

M 受領なし

口� 50万円以下


口� 50万円超-500万円以下 

口� 500万円組


議題3 !Jコンサイル銃器m輩、知 16滋 g、同 32mg及び肉 64mgの員数意義の可否について
¥ 

企業名{摩著書公衆): a;aドイ…ライジジ}稼式会主主

[1I受綾なし

ロ� 50ヱj"p.J以下� 

o 50万P.J綴~怒� o07.ip.J以下 

o 5001ip.J慾

企業名徹会金重複):ノパルティスアニマルへ/レス株式会社
 
g 受領なし

ロ� 50万円以下 

ロ� 50万河趨"-'5007.i円以下

口� 50075内線


議題4 プロナミド散� 1%の主幹線の可否について

企業4f，(申締企業): DSファー?アzエ'7Jレヘルス株式会社
 
U 受領なし

口� 50万円以下

ロ� 50万円鰹-50075門以下

ロ� 5007.i内慾




別紙

議題5 アレルミューン� HDMO.1、同� 0.5、同� 1、同� 2、問� 5及び同� 10の承認の可否に

ついて

企業名(申賄企業):日本全薬工業株式会社

回 受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


議題6 スナップ・� cPLの承認の可否について

企業名(申請企業):アイデックスラボラト日ーズ株式会社
 
g 受領なし


口� 5 0万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


議題 	7 インターセプターSチュアブルS、同� M、同� L及び同� LLの承認の可否に了つい

て

企業名(申請企業): ノパルティスアニマルヘルス株式会社

回受領なし 

口� 50万円以下


口� 50万円超-500万円以下


口� 500万円超

企業It舗合企業):メリアル・ジャパン株式会社


図受領なし 

口� 50万円以下


口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


企業名(競合企業:): フジタ製薬株式会社

図受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


企業名(競合企業); バイエ� Jレ薬品株式会社

、回受領なし


口� 50万円以下 

口� 50万円超-500万円以下


口� 500万円超


委員名:� zG72丈	 本美

農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室審査調整課

岡村直也

電話� 042-321-1959 

FAX 0 4 2 -3 2 1 -1 8 3 2 



JlJ絞

桝水産鶴蜘刷版務会阿波終議審査欄線総糊オゑ�  

FAX: 0 4 2 -3 2 1 - 1 8 3 2 

動物用一般器薬品調査会における寄付金・契約金受取(鶴当て)額� 

FAXマ回答欝

平成25年5月288 動物用一般器産費時品開査会

寄付金・契約金等の受歎{剃~て}緩について、以下のとおり回答する.

議題1 セボゾーかシャンヅ〕のゑ認の可否について

念費量<s(期締企業):共立豊臣策総式会社

団〆受領なし

口� 507.i円以下

ロ� 50万円産自-500J.i円以下

口� 500万円超


議緩急 アルファキサンの永慈のoif杏についだ

念議襲名〈申請:1k業): MeijiSe泳Eブアル叩勝式会社

~受領なし
口� 50万円以下
ロ� 60万円超 ~600万円以下
口� 500万円超


会業名(競合Ii::船:マイラン製業株式会社


~受領なし
口� 50万円以下
ロ� 50 万円超~500万円以下

繍� 鎚 旬 、 問 16mg、I'IJ3Zmg及欄 64rogの承認の可谷問、て1;:337f
企業危(申書帯会総:日本イーライリロァ稼式会社


設J 受領なし

ロ� 60万円以下
。50万円緩-500万円以下

ヰム二三官竺ルテイスア;;;::.-':0レ へ 州 献 鋭

留/受領えまし

ロ� 5073円以下

ロ� 50万円主義-500万符以下叶


ロ� 500万p:)慾


議院内向日の加担!な;3峨戎会社
企撲名〈事務企業):DSアア� ・，;::""'".v

聞'受領なし� 
以下fqヌ，o 50

ロ� 5 07.ifq費量-500)jP:)以下

ロ� 500万符怒



1IIJ紙

重義悠� 5 アレルミ品}ンHDMO.l、碕� 0.5、!湾丸岡� 2、!湾� 51をび問� 10の泳犯の可否1;::
ついて

企幾名伶録企業。:俗2ド会薬工業旅式会空土


Ilt"受領なし

ロ� 50万円以下 

ロ� 50方向緩~500 ]Jp:J以下


口� 500万将綴 

鍵皇軍6 スナップ� 'cPLの承認の可苦手について


企業名{ゆき青企業):アイデッグ丸ラボラトジ←ズ株式会紘
 
g〆隻繍なし 
  
o 50方向以下 

日� 50ヌ王将緩-500万汚以下 

口� 500万円高義


鍵皇脳	 7 インターセプタ…Sチュアブルs、問M、陶工J及び岡� LLの承露のTJ容につい

て
念重量名{申椅企業): ノパノレディスアヱヰザ� Jレハルス様式会社
 

g〆受領なし


ロ� 60万円以下 

、口� 60万円~-500万円以下


ロ� 500方向緩


咽.� 会第名{競合企業):メリアル竃ジャパン株式会社

町受領 な し

口� 50万円以下

口� 50万円超-500]J円以下

口器�  00万円怒

企業名繍合企業}: アジタ製薬事長式会社� 
g戸受領なし


ロ� 50:m号以下

日� 50万円緩-50011肉以下

口	 500万拘悠

企業員住{線沿企業}; パイ叫レ累&毒素式会社

面/受舗なし

口� 5QnfIJ以下

日� 60万円絹-50071円以下


口� 500ヌゴ門銀


重量名:	 軒� Iニ畏� E色 援

農林;;!kJ!憲司書動物医型車品事後変所企蘭連絡重量審査開墜事襲

田村直偽1-も 

電話�  042"":321-1959 

FAX 042…321-1832 
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農林水産省動物医薬品倹査所企画連絡室審査調整課田村行� 

FAX': 0 4 2 -3 2 1 -1 8 3 2 

動物用一般医薬品調査会における寄付金・契約金受取(割当て)額� 

Fl立回答栗

寄付金・契約金等の受取(割当て)額について、以下のとおり回答する。

企業名(申請企業) 共立製薬株式� A 社

~受領なし
口� 50万円以下

口� 50万円超~500万円以下


25 5 28年 月平成 日 動物用一般医薬品調査会

1議題 セポゾー レシャンプーの承箆の可否についてJ

500巴 万円超

2醸短 アルファキサンの承認の可否について

Seika7企業名{申荷企掛:陣取 アノレマ株式会社

口 50万円超~500万円以下

口� 

口
口� 

民受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超~500万同以下
 

‘ 口� 500万円超
企業名僧合企期:マイヲン製薬株式会社


貝受領なし 

口� 50万円以下


500万円超

議題3 リコンサイル錠 6mg、同 16mg、同 82mg及び同 64xngの承認の可否について

企業名{申鱒企業}:日本イーヲイリ ロー株式会社

~受領なし
50万円以下

50万円超~5 0 0方円以下


口� 500万円超

企業名(競合企掛:ノパノレティスアニマルヘルス株式会社


口受領なし 

貝� 50万円以下

口司� 50万円超"'-'500方円以下

口� 500万阿超


議題4 プロナミド散1%の承認の可否について
企業名(申請企業):DSファーマアニマルヘルス株式会社


口受領なし 

口� 50万円以下


万円以下-500万円超50)(， 
口� 500五円超



" 

2ド民民

議題� 5 アレルミ品ーン� HDMO.l、問� 0.5、同� L 悶虫、関� 52走び潤� 10の承認のiifi疫に
ついて

企業名伸締企掛;筏本会灘ヱ業株式会社

民受領なし 

自� 50万丹以下

ロ� 50ヌn:q緩-500方向以下
 
o 500 1.f~緩


畿題� 5 スラトァプ� 'cPLの殺事患の可否について

企業名{申紛念頭陸):アイデックスラボラト!I-メ後式会社

}'i.受領なし


50万円以下

50芳内総-500万円以下


500万円綴� i


議題 	  7 インタ-1::プタ-gチ品アプル� S、関� M、関心及び同� LLの承認の可否につい

て
企業'>s停ま寄金雛: ノパルティスアヱユマルヘルス総式会主主

ロ愛媛なし 
  
)( 50万円以下
 
o 507i湾総--500万円以下

口� 500万円組


企業:s繍合公業):メリアル・ジャパン機式会社

口受領なし 
  

‘ 	 ]i(50万円以下
50万内規-500)'・円以下.1'


5007i内海

企業制緩合会指: アデタ製薬害者式会社


口
口
口	 

口
口� 

主k受領なし� 
o 	50ヌア符以下

以下pí万~5007.王将超50。ゐ
口	 500万内経

念	9提出節機合.:it艶; 片イエル薬品事長式会批


外鰍なし 

臼‘� 50万円以下

。 50 7ï円超~5 0 0万円以下

ロ� 6007i円建


重品名: 核管予寄与	 盛

書量林水緩Cf殺害最盛霊童E品検査員房企護軍益基終護審変講義言葉

側約現在& 


鎗鰍� 042-321-1959 

FAX 0.4 2 -3 2 1 ~ 1 8 3 2 . 




2担i事長

象琳磁麟鰍峨慨金百締室審査調整察制機�  

FAX.:0 4 2 -3 2 1 -1 8 3 2 

動物用一般霊薬品購まま舎はおける寄付金・契約金受取{脅~~きて)額 

FAX.臨答票

平成25年6月 28自 動物用一般医薬品調窓会

寄付金且契約金者事の受取(都l滋て)割について、以下のとおり問答する‘

議題� 1 セボゾールシャンプ…のゑ擦の可否?とついて

企業名神際会指:尖$z.事選祭事最続会社

5'6受渡なし

ロ� 50芳民以下

ロ� 50方向車霊-500nF号以下

ロ� 500nf!l緩


議題2 アルファキサンのゑ絡のま草幸子について

会実名{廟鯖会船::M吋iSeikaファルマ株式会役
 
IO 受領なし

口� 50万円以下

ロ� 607.1内組-500万円以下

口� 500:;宮内緩


企業名櫛合会齢:ザイラン製薬練式会社
 
g 受領なし
 
o 50ヌ1"f!I以下� 
o 50nf!l怨-500ヌfP3以下 
o 500nfXl怒

護窓�  3 !.l::::zンサイル錠 S盗事、興� 16盈喜、環� S21器g及び間6<蜘宰の承箆の可否について
企業名停務会総:箆本イ]ライ])])一線書記長主役
 
d 受領なし
 
o 50方向以下

ロ� 50万円綴-5007.1円以τ

口� 500万円超


企業::ß棚ト合~掛;ノパルティスア:::;....，.， ;"'''-1レス株式会社

回受領なし 

口� 507.i門以下

口� 50nf!l趨-1500万円以下

口� 500万円超


議題4 プロナミド費量1%の承露の可否について

念議室4島{場事務念集):DSファーすアヱニザ，"'"レA縁式会社
 
d 受領主主し

出� 507JF号以下

ロ� 60ヌ宮内経.....500万円以下

口器�  OQjj'円超.




邸調正

犠懸6 アレル芝� aーン� HDMO.王、湾� 0ム襲警� 1，l'iJ仏関 52主び毘� 100)承徳の可苦言iこ
ついて

念幾話器{慰霊警企業): f，j;lド全薬工業事長式会主主

騒ぎ受領なし� 

o 50万円以下� 

o 50万回怒-500万円以下

む� 5007i円超

縫議6 スナシブ‘� cPLの承認の苛苦手について

企策:t，(府議企業):アイデ yタスラポラトpーズ機式会社

回受領なし 

ロ� 50万円以下
。507J内綴-500万円以下

白� 50071肉緩
議題7 インターセブタ-8チュアブルS、i電車£、得 L&びII'ILLの泳認の可否につい

て
念業名(1fI議会費量); ノパルティスアニマルヘルス機式会後
 
g 受章援なし

ロ� 50}ifI3以下

ロ� 507J内総......500万月以下


ロ� 5007JPi緩

企業名機合企業):メジアル・ジャパン株式会社
 
g 受領なし

ロ� 50万円以下

ロ� 50万円連盟-500万円以下

ロ� 500万円憲章


企難名。総合会猿): フ"/':7豊臣獲様式会社
 
IO受領なし

口� 50万円以下

口� 50ヌn宅緩.....500iJf!:I以下

ロ� 500}iF宅鐙


企業名犠合会第む:パイニr.1レ爽必然災会後
 
d‘受章第なし

ロ� 50}i月以下


ロ� 50万円建-500'宮内以下

ロ� 500万円縫

差星名: 本(絹ト該ヲ? 挺
農林水産省動物医薬品検査所2郎通事絡霊祭審豪鶴獲際

附直也輝く
噂穏� 042-321-1959 
FAX 042-321-1832 



}3IJ紙

農林水産省動物医薬品検査所企爾連絡議 電話重量繍続線 開争対T 

FAX: 0 4 2 -3 2 1 -1 8 3 2 

動物用一般墜薬品調査会における寄付金・興約金受取(割当て)額� 

FAX回答禦

平成25年 5月28日 動物舟一般際薬品調査会

寄付金・契約金等の受取〈新さきて〉毒薬について、以下のとおり初毒害する。

議媛� 1 ~ボゾールシャンプーの殺事事の可妻子について

企業名(If!ま舞金業):共立製薬事長式会後
 
E 受領なし

ロ� 50万円以下

ロ� 50万円超--500万円以下

臼� 500万円超


議題� 2 アルファキサンの承徳の可否について

企業名{申請企業): Meiji Seikaブアル7 株式会社

百受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


‘ 企業名{被合企業}:7イラン娯楽株式会社

包r受領なし� 

o 50万円以下� 

o 50万円超-500万円以下

口� 500万河紹

費量題3 ~コンサイル錠 8m露、 1滋 16m宮、問 32mg及び問 64mg の承認の可否について
企業4S(常務食業}:策本イ…ライヲヲー株式会社

宮受領なし 

む� 50万間以下
 
o 50ヌ'ip:j緩-500ヌ王将以下� 
o 500ヌ王将超

企業;45f競合会掛� tノパルディスアニマルヘルス縁式会社

回受領なし 

ロ� 50万関以下

ロ� 50ヌHち緩-500万円以下

口� 500方向趨 


議題4 ブロナミド襲安� 1%の泳認の可否について

企業1:，伸鱒食船:DSフア}マアニニマルヘルス榛式会社

回受領なし 

臼� 50万円以下

ロ� 50万円総-500万円以下

口� 500万内絹




jllJ紙

織接種お アレJレミ品…ン� HDMO.l、同� 0.5、閑� 1、閑語、関� 5及び肉胞の殺害患のOJ容に

ついて

企業名{取締企業):日本金薬工業株式会社 

d。受領なし

50万円以下

口� 50万円超~500万円以下
。500万円超� 

3畿運護6 スナップ� 'cPLの承徳の可否について

金獲~(申書者会発。:アイデックスラポラト!J-;;ぜ事長式会役

回受領なし 

む� 50万汚以下

日� 50 ヌnIJ超~500万汚以下


日� 500万円超

議媛? インターセプタ-8チュアブル8、湾減、関� Ll 湾LL長びi のゑ認の可疫につい

て

企業名{事務企業); ノバルティスアエ二?ルヘルス事長式会後

官受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超-5'00万符以下

口� 500万円超


企業名(競合企勢。:メ� Pアル・ジャパン株式会後

ぜ受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


企業名犠合金艶: アジタ製凝株式会社

百受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

ロ� 500万円超


企業 {競合企業:):パイ:x:.ノレ業お株式会社
 
ff受領なし

口� 50万円以下
 
o 50万丹慾-500]JPl以下 

o 500万円緩

委星条: すえ場合平 盤

農林水産省動物理屋薬品検資僚会磁波絡護審査産続強諜

涜村直也

電話� 042-321-1959 
FAX 0 4 2 -3 2 1 -1 8 3 2 



別紙

農林水産省動物雌織細細蜘鑑審耕輔沼械.. 

FAX: 0 4 2 -3 2 1 -1 8 3 2 

動物用ー最重薬品積査会における寄付金・契約金受章〈苦手i当て}委譲� 

F~怨題意事禦

平成� 25年� 6J.l28図 絵物湾一般医菰品鶴査会

寄付金*契約金毒事の受理主{叡当て}額についてィ以下のどお雪国宅害する.

線源1 -1言語そゾ}ルヤャンプーの永軍事の可轡について

ー証役織活協{病繍会第訪:共立製菓株式会社
 

a蝉受領なレ 

口� 50万円以下

日 目O万円組~500万円以下


口� 50.0万円鰻

闘機鱒� 2 アルファキサンの承認の可否について

金難~(殿様.1e齢:M$話ìSeika フアルマ練式会松 

!i 習を奇襲なし!

口 語�  0J.l'円以下

ロ� &0万円慾-500万円以下
 

‘ ロ� 500ヌ主将超z 

金集4臨機合念調。:マイラン製薬稼式会経
 
d 愛妻翼なし

む 器�  0J.l'月以下

口 、501r問題.-5001:i円以で
 
o 500ヌ，.PJ綴

.議懲 a !J::lン1サイル銭� 8x也事、問� 16mg、同� 32m曹2えぴ問母御刊の殺事患の可否について

企畿~，(取鶏会議議:) :I道本イーヲイ日目}練式会社
 

ii1 ~最績なし

口� 50万円以下

口� 50方向総-500万円以下

口� 500万内総


企業名(餓合金創;ノバノレディスアニ守山、ルス株式会社
 
il . !賢官驚なし

ロ� 6075拘以下

ロ ぉoヌ7鰐趨"":600万円以下
 
o 500方向綴 


議組.4 プロナミド襲主� 10/.の議堂書草の宮守容について

企業名{鯵録会総:DSアア叫すアエ引いJレス株式会後

覇軍受領なし。 一
口、� 60"湾以下
ロ� !'i07.iPJ翁.......5.00方向以下

ロ� 5 0'0方向忽



4 

.8IJ紙

マ総泌� 5 アレルミュ}ン狂DMO.l.関O.襲、1m1 湾2 量び照� 10'/1，)象要事の可否疹に，I 、鍔� 51

ついて


念幾名持続企業.): a本企業ヱ重障害幾重主張最後.
 
S 鮪なし一 
  
o 50'>>F等以下

ロ� 50:l主将緩-500万丹以下

口� 500万円超


議滋6 スナップ.cPLの承犯の可否について

。念総Ifi(ifl続企掛アイデッタスラボラトリーズ練習総会社

iI~績なし

50万円以下

50万円超-500万円以下

500万阿緩


諸事露軍7 インターセプタ-8チュアプノレ民向M、関 Ll主主界関LLの承認の可否につい

で
金調鳥名神費者会多様): ノパルディスアニマル布� Jレス襲撃式会役� a 

U きを績なし
 
::J 50方向以下


ロ
♂� 

5007.if号越
念講義名機会会鵜;メ立アル，ジャパン株式会社

信きを績なし

ロ� 50ヌ宮内以下

ロ� 50 ヌj~織-500 万円以下


口� 5.00万内線

企業名{統合金総): フジタ製嬬株式会社


口
口
口� 

こ ヌ3 50 "'5005J!F宅緩 月以下

ぽ受領なし

ロ� 50万円以下
口
口� 

5071関連盟~器� 00万円以下

500方向繍


企業名{競合金鵜:パイ� :;:r.Jレ薬品様式会社

百受領えまし
 
o 5071PJ以下� 
o 50>>PJ緩-50，0万円以下

包� 500方向緩


筆墨金: ，ii島.，~場 議

農林水産省動物医薬品検査証所念間滋絡銭審査欄護保

岡村直也 

積書署� 042-321-1959 

FAX 0 4 2 -3 2 1 -1 8 a2 


ー


