
平成22年度収去検査結果（平成２８年３月２日現在）

収去場所 収去品名 製造販売業者＊ 製造番号 判定

広島県 ネオルノーゲン 共立製薬株式会社 1008021 合格

茨城県 ボマフェロン２０ 日本全薬工業株式会社 101250 合格

佐賀県 プレドニゾロン注射液「ＫＳ」 共立製薬株式会社 PRZ1002 合格

佐賀県 マストリチン 共立製薬株式会社 09R02 合格

長崎県 オスビタン－1000 川崎製薬株式会社 1004121 合格

広島県 プロナミド錠 5mg 大日本住友製薬株式会社 1003C 合格

広島県 アニビタン100注射液 ナガセ医薬品株式会社 SK1034 合格

広島県 コルソンＰ注射液 日本全薬工業株式会社 912040 合格

広島県 ベトメディン1.25mg 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 3624321 合格

広島県 ビタミンＢ１加ブドウ糖Ｖ注射液５％ 日本全薬工業株式会社 009130 合格

栃木県 ユーバレス フジタ製薬株式会社 100170 合格

栃木県 ディマゾン注 株式会社　インターベット A138A01 合格

茨城県 ベトメディン1.25mg 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 3624311 合格

茨城県 エースワーカー錠0.5 ノバルティス　アニマルヘルス株式会社 LH021 合格

茨城県 アピナック錠２５ｍｇ 大日本住友製薬株式会社 1002C 合格

茨城県 ビタミンイー注 日本全薬工業株式会社 007210 合格

茨城県 ビタミンＫ１注 日本全薬工業株式会社 007010 合格

栃木県 動物用ゲンタリンピッグポンプ 住化エンビロサイエンス株式会社 0401 合格

佐賀県 ＯＴＣ注１０％「フジタ」 フジタ製薬株式会社 110400 合格

北海道 ストマイ顆粒 日本全薬工業株式会社 812240 合格

北海道 動物用ゲンタミン注射液 日本全薬工業株式会社 912010 合格

愛知県 ＣＴＣ「ベーリンガーインゲルハイム」・１００ 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 0907 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。当所企画連絡室長から改善措置等の行政指導を行います。
不合格：明らかに薬事法第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。

＊：製造販売業者：収去したj時点の医薬品の製造販売業者
＊＊：都道府県による収去品目



茨城県 ＯＴＣ注「ＫＳ」 共立製薬株式会社 1005261 合格

栃木県 硫酸カナマイシン注250「ＫＳＫ」 川崎製薬株式会社 1004021 合格

栃木県 アラマイシンＬＡ注射液 バイエル薬品株式会社 9391-90 合格

栃木県 コンベニア注 ファイザー製薬株式会社 OBBMF 合格

愛知県 パステンＬ 株式会社  養日化学研究所 00501 合格

栃木県 水溶性デキサ注「ＫＳ」 共立製薬株式会社 1006211 合格

栃木県 ロメワン 千寿製薬株式会社 R016 合格

栃木県
鶏のロイコチトゾーン症寒天ゲル内沈降反応用抗
原　　＊＊

株式会社  科学飼料研究所 49 合格

茨城県 トラムリン注 日本全薬工業株式会社 005100 合格

長崎県 ボミットバスター錠5mg 共立製薬株式会社 VBA10F 合格

栃木県 動物用メトクロ注１０「ＫＳＫ」 川崎製薬株式会社 1005131 合格

長崎県 ビタレラＡＤ３Ｅ フジタ製薬株式会社 112510 合格

広島県 強力ＯＳＭ 日本全薬工業株式会社 004130 合格

茨城県 グレプトシル 日本全薬工業株式会社 0120E 合格

愛知県 ゼナキル錠１００ ファイザー製薬株式会社 PF08025 合格

広島県 アトピカ１００ｍｇカプセル ノバルティス　アニマルヘルス株式会社 SO105NA 合格

京都府 ベトルファール 明治製菓株式会社 VETLFA 15 合格

愛知県 ベトルファール 明治製菓株式会社 VETLFA 15 合格

愛知県 牛用バイコックス バイエル薬品株式会社 KP06GK7 合格

長崎県 豚用バイコックス バイエル薬品株式会社 KP06KU4 合格

広島県 プラク－ティック ノバルティスアニマルヘルス株式会社 909020001 合格

栃木県 フォルテコール錠5mgフレーバー　ビーフ風味 ノバルティス　アニマルヘルス株式会社 21287 合格

栃木県 デュファフラル－フォルテ 共立製薬株式会社 13355 合格

栃木県 ビオイムバスター錠 共立製薬株式会社 BBB10E 合格

茨城県 デュファフラルＤ３－１０００ 共立製薬株式会社 13895 合格

茨城県 エレクトロプラスＡ 川崎製薬株式会社 1003092 合格

茨城県 デュファゾールＡＤ３Ｅ 共立製薬株式会社 13408 合格

栃木県 コリーザＣ型ＨＡ抗原「ＮＰ」　　＊＊ 株式会社　科学飼料研究所 37 合格

栃木県 コリーザＡ型ＨＡ抗原「ＮＰ」　　＊＊ 株式会社　科学飼料研究所 49 合格

北海道 ニューボロカールＡ 日本全薬工業株式会社 009230 合格

広島県 キシリット注25％「ＫＳ」 共立製薬株式会社 1007262 合格

広島県 ベルパリン注 理研畜産化薬株式会社 WBP12
要指導（改善
措置済み）

愛知県 プレドニゾロン注射液「タムラ」 田村製薬株式会社 HP22F091
要指導（改善
措置済み）



滋賀県 バソラミン注 明治製菓株式会社 100680
要指導（改善
措置済み）

京都府 メタカム0.05％経口懸濁液猫 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 050ZK10-6
要指導（改善
措置済み）

茨城県 カルチャージ 日本全薬工業株式会社 10F04/2ZJ2
要指導（改善
措置済み）

栃木県 動物用・テスミンＳ 佐藤製薬株式会社 TXWA
要指導（改善
措置済み）

京都府 エクイバラン　ゴールド メリアル・ジャパン株式会社 D005871
要指導（改善
措置済み）

北海道 キモトリプシンＮＺ 日本全薬工業株式会社 001060
要指導（改善
措置済み）

北海道 酢酸リンゲル―Ｖ注射液 日本全薬工業株式会社 009160
要指導（改善
措置済み）

広島県 ビオエンチ 東亜薬品工業株式会社 0369
要指導（改善
措置済み）

茨城県 ダニレス　　＊＊ ヤシマ産業株式会社 Y9D271
要指導（改善
措置済み）

北海道 ロビソールＡＤ３Ｅオーラル，タイプ５０ 日本全薬工業株式会社 008300
要指導（改善
措置済み）

茨城県 ゼノビタンＡＤ3Ｅ注 日本全薬工業株式会社 009070
要指導（改善
措置済み）

滋賀県 ウルソデオキシコール酸「文永堂」－静注－ 文永堂製薬株式会社 37029
要指導（改善
措置済み）

愛知県 ニューグロン 川崎製薬株式会社 1002231
要指導（改善
措置済み）

お問い合わせ先

動物医薬品検査所企画連絡室

担当者：企画調整課

代表：042‐321‐1841（内線321）


