
(]j1J添様式 3)

農訴水産省勤務室薬品換査所審査諦整課現地七皇苑

平成26蒋4月30詰

動物用生物学的製剤罷査会
回答表  

FAX 042-321-1832 

平成26年字詰3日
寄付金・契約金等の受取〈割当て〉額について、以下のとおり茜答する。

議題  1:抗体チェッカー RABVの京棋の可部について
企業名正申請企業):アドテック株式会社

正問なL
ロ 50万円以下 i


ロ 50万円超 ---500万円以下

口 500万円超


議題2:ポーシリス PR設Sの京認の可否iこついて
企業名〈申語企業):株式会社インターベット

由/受領なし

口 50万円以下

口 50万円超 ---500万円以下

口 500万円鵠


議題  3:動物用生物学的製剤基準の一部議正について

企業名(影響を受ける企業)ゾヱティス・ジャパン株式会社

町/受慢なし

口 50万円以下

口 50万円相---500万円以下

口 500万円賠


企業名〈影響を受ける企業〉株式会社微生物化学研究所 

d受犠なし

口 50万円以下

口 50万問題 ---500万円以下

口 500万円程


次ぬ与ぐ判
ご氏名



(別添様式 3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星宛

平成26年4月30日

動物用生物学的製剤調査会
回答表  

FAX 042-321-1832 

平成26年4月 30日
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。

議題2:ポーシリス PRRSの承認の可否について
企業名(申請企業):ヘーリン力二インケソレハイムへや卜メテ。イ力シ。ヤハ。ン株式会社

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 


う必乙紛争とシ、
ご氏名
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(別添様式3) μはお・ノ仏叫� <f¥.均吋‘ Ml'

農林産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星碍 f~


平成26年4月30日
動物用生物学的製剤調査会

回答表�  
FAX 042-321-1832 

・平成26年¢月ムヂ日
寄付金・契約金等の受取〈割当て)額l二つして、以下のとおり回答する。

議題1.:抗体チェッカーRABVの承認の可否について
企業名(申請企業):アFテック株式会社

口/受領なし目

白.50万円以下 

口 50万円超~500万円以下

『
�
 

議題2:ポーシりス� PRRSの承認の可否について
企業名〈申請企業L:株式会社インターペット

ロイ受領なし
口� 50万円以下
口� 50万円超-500万円以下
口� 500万円超

議題3:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

企業名〈影響を受ける企業)ゾヱティス・ジャパン株式会社

ぜ受領なし
ロ50万円以下
口� 50万円超-500万円以下
口� 500万円超

企業名(影響を受ける企業)株式会社微生物化学研究所

ぜ受領なし
ロ50万円以下
口 50万円超~500万円以下
口'500万円超� 

B

ど宝nz



万円超500口，

吾氏名 量、
� 
E
'

-
-
E
E
l
-
-
A、


h /J 



(別添様式 3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星宛

平成26年4月30日

動物用生物学的製剤調査会
回答表  

FAX 042-321-1832 

平成  26年4月30日
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。

議題2:ポーシリス PRRSの承認の可否について
企業名(申請企業):ヘーリンカーインケルハイムへ下メティカシ@ヤハ。ン株式会社

o'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


/j、方不ぺご氏名  



4 
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(ZJj添様式3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課虫地七星宛

平成26年4月30目

動物用生物学的製剤調査会
回答表�  

FAX 042-321-1832 

平成26年月，日
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。

譜題1:抗体チェッカーRABVの承認の可否について l

企業名(申請企業)アドテック株式会社

¥zl受領なし・
口� 50万円以下
口� 50万円超---500万円以下

万円超500ロー

議題2:ポーシリス� PRRSの承認の可否について
企業名(申請企業):株式会社インターベット

白受領なし
口� 50万円以下
口� 50万円超....，.500万円以下
口� 500万円超� 

l 議題3:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

企業名(影響を受ける企業)ゾヱティス・ジャパン株式会社

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

企業名〈影響を受ける企業)株式会社微生物化学研究所� 

ht受領なし
口� 50万円以下
口� 50万円超....，500万円以下
口� 500方円超

a，j/予辰巳 1.，1ご氏名



(期添様式 3)

農林水産省動物産薬品検査所審査調整課曳地七星苑

平成26年4月30日
動物用生物学的製剤調査会

回答表  
FAX 042-321-1832 

平成  26年4月30日
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。

議題2:ポーシリス PRRSの京訟の可否について
企業名〈申請企識):へ二リンカ二インケソレハイムヘートメテVカシeヤ1¥0ン株式会社

町受領なし 

口 50万円以下

口 50万円紹"-'500万円以下

口 500万円趨
 

g氏名 予友 b 発足ヲム



〈別添様式 3)

農林7.1<産雀動物盟主薬品験査所藩査調整課曳地七農拘

平成26年4月30日
動物用生物学的製剤調査会

国 答 表  
FAX 042-321 -1832 

平成26年 k月グ日
寄付金・契約金等の受取(難治て)額について、以下のとおり回絡する。

議題1:抗体チェッカ-RABVの承認の可否について
企業名(申請企業):アドテック株式会社

日焼領なし 

口 50万円以下

口 50万円超~500万円以下
口 500万円藷

護憲2:ポーシリス PR宍Sの承認の可寄について
企業名〈申請企業):株式会社インターベット

回受領なし 

口 50万円以下

口 50万円超~500万円以下
口 500万円趨

議題3:動物舟生物学的製剤基準の一部改正について

企業名〈欝響を受ける企業〉ゾエティス・ジャパン株式会社

冨受領なし 

日 50万円以下

口 50万円組---500万円以下

口 500万円相


企業名(影響を受ける企業〉株式会社徴生物化学頚究所

国受領なし 
  
D 50万円以下

日 50万円超~500万円以下
口 500万円趨

¥十片亘氏名



(別添様式 3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星宛

平成26年4月30日

動物用生物学的製剤調査会
回答表  

FAX 042-321-1832 

平成26年4月 30日
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。

議題2:ポーシリス PRRSの承認の可否について
企業名(申請企業):ヘ二リンカ二インケソレハイムヘ下メテ.ィカシ*ヤハ。ン株式会社

首受領なし 

口 50万円以下

口 50万円超，....， 500万円以下

口 500万円超 


ご氏名守# ?ヶ、



4 

皐

(別添様式 3)'

農林水齢動物麗薬品検査所審査鯛養護馳七星指持に

平成26年4月30日
動物用生物学的製剤調査会

関答表�  
FAX 042-321-1832 

平成26年4月;L.'l旦
寄付金・契約金等の罷悪〈削指て〉額について、以下のとおり回答する。

語調1:抗体チヱツカ-RABVO)京認の珂吾について
企業名(申請企業):アドテツク株式金社� 

d受畿なし
口� 50万円以下
口� 50万丹超-500万円以下
口;500万円超

議題2:ポーシリス� PRRSの業譲の珂否f二二ついて
企業名〈申請企業):捧式会社イン舎一ベット� 

d受領なし
ロ50万円以下
口� 50万円趨---500万円以下� 
o 500万円趨

議題3:動物厚生物学的襲講義準の…部改正!こついて

企業名〈影響を受ける企業〉ゾエ予イス� aジャパン桃式会社

団f 受領なし

口� 50JJ円以下
ロ50万円程.......500万円以下
口� 500万円超

企業名〈影響を受ける企業)掛式会社徴生輯生学研究所

副/受領なし
口� 50万円以下
口� 50万円紐---500万円以下
口� 500万円輯� 

z氏名 ギ弘不/事々 「



(別添様式 3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星宛

平成26年4月30日

動物用生物学的製剤調査会
回 答 表  

FAX 042-321-1832 

平成26年4月30日
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。

議題2:ポーシリス PRRSの承認の可否について
企業名(申請企業):イーリンカ二インケソレハイムヘ@トメテV力シゃヤハ。ン株式会社 

d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


ご氏名砕矛手/ヂ
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(別添様式 3)

農林水産省動物霊薬品接査所審査講義課史地七星宛

平成26年4月30日

動物用生物学的製剤j調査会
回答表�  

FAX 042-321-1832 

平成26年4月30日
寄付金剛契約金等の受取(割当て)額について、以下のとおり回答する。

議題2:ポーシリス� PRRSの承認の可否について
企業名(申描企業):へ二リンカ二インケソLハイムヘφトメテ'ィカシゃヤハ。ン株式会社

回受領なし 

口� 50万円以下 

口� 50万円相，...，.，500万円以下 

口� 500万円相 


ず
 
ご氏名 
 11 



〈別添様式 3)

農林水産省動物産薬品検査所審査調整課捜地七星宛

平成26年4月30日
動物用生物学的製弗j調査会

回 答 表  
FAX 042-321-1832 

平成26年月日
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。

議題  1:抗体チェッカ-RABVの京認の可否について
企業名〈串講企業):アFチック株式会社

ぷZ受領なし
ー日 50万円以下

日 50万円超.-.J500万円以下

口 500万円超


議題2:;te-シリス PRRSの京認の可誌について
企業名〈申請企業)株式会社インターベット

.a:r受領なし 
r 口 50万円J;I.下

口 50万円超----500万円以下

口 500万円超


議題3:動物用生物学的製剤基準の…部改正について

企業名〈影響を受ける企業〉ゾヱチィス・ジャパン樟式会社 

E 受領なし
 
D 50万円以下

ロ 50万円趨.-.J500万円以下

口 500万円紹


企業名〈影響を受ける企業)株式会社徴生物化学研究所

〆受領なし 

ロ 50万円以下

ロ 50万円紹.-...500万円以下

口 500万円紹


/氏名宥切侠:




(別添様式 3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星宛

平成26年4月30日

動物用生物学的製剤調査会
回答 表  

FAX 042-321-1832 

平成26年4月30日
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。

議題2:ポーシリス PRRSの承認の可否について
企業名(申請企業):ヘ二リンカ二インケソレハイムヘ下メテ。ィカシ+ヤハ。ン株式会社 

β巴受領なし
←口	 50万円以下

口 50万円超'""-'500万円以下

口 500万円超
 

j氏名五刈玖



2014/04/17 13:55 0358415469 a トウ夕、、の
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切な添様式 3)

農林水産鳴動物寵剰検査所審査調整課曳地七農が挽

平成26年4月30日
動物用生物学的製剤調査会

回答表  
FAX 042--321-1832 

平成26年る十月 t1臼
寄村金・契約金等の受取(割当て〉額について、以下のとお守回答する。

議題1:抗体チェッカーRABVの承寵命可否について

企業名〈申詰企業):アドチック株式会社


~受領なし
ロ 50万円以下
口 50万円超....500万円以下

口 500万円超


議題2:ポーシザス PRRSO)承認の可寄について

企業名〈申請企戴):株式金社インターベット


国受鎮なし

口 50万円以下


咽 口 50万円超，.....500万円以下

口 500万円超 


議題字動物用生物学的製剤基準の一部改定について

企業名〈影響を受ける企業〉ゾZチィス・ジャパン梯式会社

骨受領なし 
50万円以下


口 50万問題，.....500万円以下

口 600万円超


企業名〈影響を慰する企業〉椋式会社微生物色学研境罰

百受領なし 
50万円以下


町 50万問題-500万円以下

口 500万円超 


山由  t慌



(別添様式 3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星宛

平成  26年4月30日

動物用生物学的製剤調査会
回答表  

FAX 042-321-1832 

平成  26年4月 30日
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。

議題2:ポーシリス PRRSの承認の可否について
企業名(申請企業):ヘ二リンカ二インケソレハイムへやトメテV力シ。ヤハ。ン株式会社

凶受領なし 

口 50万円以下

口 50万円超~500万円以下
口 500万円超

ゴ氏名 山由雪下巴弓)



14-04-17;10:53 目立感離融商細菌章二部� A 卿匡謡館所� ;0425617173 # 2/ 

(別添様式3)・

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星宛

平成26年4月30日
動物用生物学的製剤調査会

回 答 表 �  
FAX 042-321 -1832 

平成26年月日
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.

議題1:抗体チェッカーRABVの君主認の可否について

企業名(申請企業):アドテツク株式会社


国/受領なし・

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 600万円超 


議題2:ポーシリス� PRRSの承認の可否について

企業名(申請企業):株式会社インターペット
 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 60万円超--500万円以下

口� 500万円超 


議題3:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

企業名(影響を受ける企業)ゾエティスージャパン株式会社

四/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(影響を受ける企業〉株式会社微生物化学研究所

四/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

dへ浄6-~九華氏名�  



(別添様式 3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星宛

平成26年4月30日

動物用生物学的製剤調査会
回答表  

FAX 042-321-1832 

平成26年4月30日
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。

議題2:ポーシリス PRRSの承認の可否について
企業名(申請企業):イーリンカ二インケソレハイムへやトメテV力~.ヤハ。ン株式会社 

U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


ムキ刊日)~ご氏名



2014年 4~22 日 19時57分 (位)げレッツ A NO. 8857 

(別添様式3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星宛

平成26年4月30日
動物用生物学的製剤調査会

回答表�  
FAX 042-321-1832 

. 平成� 26年タ月AJ日� 
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。

議題1:抗体チヱツカ→RABVの承認の可否について
企業名(申請企業):アドテック株式会社 

K受領なじ
口� 50万円以下
口 50万円超 ~500万円以下

万円超500口，

議題2:ポーシリス� PRRSの承認の可否について

企業名(申請企業):株式会社インターベット


0"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3:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

企業名(影響を受ける企業)ゾエティス・33ャパン株式会社

町注領なし
口� 50万円以下
口� 50万円超........500万円以下
口� 500万円超

企業名(影響を受ける企業)株式会社微生物化学研究所

出/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

放浪一人ご氏名

P. 2 




(別添様式 3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課曳地七星宛

平成26年4月30日

動物用生物学的製剤調査会
回答表  

FAX 042-321-1832 

平成26年4月 30日
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。

議題2:ポーシリス PRRSの承認の可否について
企業名(申請企業):へ二リンカ二インゲルハイムへ'トメディカシ'ャハ。ン株式会社

口受領なし 

口 50万円以下 

百 50万円超，....， 500万円以下 

口 500万円超 


ご氏名  y反比  久F


