
別紙

平成26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 ナックル液 株式会社　科学飼料研究所 ENCL42A01G 合格

青森県 トリブッセン注射液 共立製薬株式会社 3142101 合格

岩手県 キシリット注２５％ 日本全薬工業株式会社 401210 合格

宮城県 デュファフラル－マルチ ファイザー株式会社 17643 合格

秋田県 アプシード注２０％ フジタ製薬株式会社 102953 合格 ※１

秋田県 エクテシン液 Meiji Seikaファルマ株式会社 EKLKF48601 合格

山形県 動物用テツクール あすか製薬株式会社 F301A 合格

山形県 トンキー２００ フジタ製薬株式会社 101544 合格

福島県 重曹注 日本全薬工業株式会社 404190 合格

茨城県 水産用パラザン１０％ 松村薬品工業株式会社 307001 合格

栃木県 テツクール２００ あすか製薬株式会社 E026A
要指導（改善
措置済み）

栃木県 動物用生食V注射液 日本全薬工業株式会社 403310 合格

埼玉県 ジメトキシン注NZ 日本全薬工業株式会社 311270 合格

千葉県 アイアン２００ 共立製薬株式会社 1401151 合格

千葉県 強力OSM 日本全薬工業株式会社 312130 合格

東京都 レスチオニンＣ注 共立製薬株式会社 1403111 合格

東京都 パンカルＧ 田村製薬株式会社 113003 合格

神奈川県 ジメトキシン２０％注「文永堂」 文永堂製薬株会社 15024 合格

新潟県 ニューグロン・S 共立製薬株式会社 1409111 合格

富山県 ビタミンＫ１注 日本全薬工業株式会社 401310 合格

福井県 ニューグロン 共立製薬株式会社 1306071 合格

福井県 等張リンゲル糖－V注射液 日本全薬工業株式会社 404150 合格

長野県 水産用オキソリッチ散懸濁液５０「リケン」 理研畜産化薬株式会社 X0X26 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。
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（検査を実施し

た都府県）
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（収去品に記載されていた業者名）
製造番号 判定
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岐阜県 ボロカール 日本全薬工業株式会社 405140 合格

岐阜県 ニューボロカールA 日本全薬工業株式会社 406110 合格

静岡県 動物用ボンビット液Ｃ
ベーリンガーインゲルハイム
ベトメディカジャパン株式会
社

4101 合格

三重県 トンキーFB１００ フジタ製薬株式会社 112901 合格

三重県 サラーロン フジタ製薬株式会社 100463 合格 ※２

滋賀県 レバチオニン 日本全薬工業株式会社 403040 合格

京都府 アプシード注２０％ フジタ製薬株式会社 101734 合格 ※１

京都府 ダイメトンソーダ Meiji Seika ファルマ株式会社 SMVLD009０１
要指導（改善
措置済み）

大阪府 高張食塩注「KS」 共立製薬株式会社 1402211 合格

兵庫県 ７％重曹注「ＫＳ」 共立製薬株式会社 1402282 合格

奈良県 水産用オキソリッチ散 コーキン化学株式会社 399503 合格

和歌山県 サラーロン フジタ製薬株式会社 100894 合格 ※２

島根県 ダイメトン散２０％ Meiji Seika ファルマ株式会社 DSWLG19901 合格

島根県 パラザン 松村薬品工業株式会社 308001 合格

岡山県 ビタミンB1加リンゲル液 共立製薬株式会社 1310291 合格

広島県 等張重曹注 日本全薬工業株式会社 404040 合格

山口県 ダイメトンB注２０％ フジタ製薬株式会社 102783 合格

山口県 ダイメトンS散 Meiji Seika ファルマ株式会社 DSPKK60601 合格

徳島県 キシリット注２５％「KS」 共立製薬株式会社 1310151 合格

徳島県 グルカ注２０％ 共立製薬株式会社 1403031 合格

高知県 キシリット注１０％ 日本全薬工業株式会社 310090 合格

福岡県 レバチオ液 日本全薬工業株式会社 309202 合格

福岡県 パンカル注５０ｍｇ フジタ製薬株式会社 102473 合格

長崎県 高張食塩V注射液 日本全薬工業株式会社 403120 合格

長崎県 等張糖加リンゲル液「KS」 共立製薬株式会社 1405081 合格

熊本県 パンカルＧ散 Meiji Seika ファルマ株式会社 PCGK3ZA02G 合格

大分県 エクテシン散 Meiji Seika ファルマ株式会社 EKPKE28501 合格

宮崎県 トンテツB12注「明治」 フジタ製薬株式会社 100183 合格

宮崎県 インフェゾール－V注射液 日本全薬工業株式会社 311210 合格

沖縄県 Ｆ－ジメトキシン－１０％ 株式会社　養日化学研究所 40101 合格

沖縄県 ジメトキシンソーダ散「タムラ」 田村製薬株式会社 PD23K217 合格


