
収去場所 収去品名 製造販売業者 製造番号 判定

栃木県 ＭＤ生ワクチン（ＣＶＩ）＊＊ ワクチノーバ株式会社 2V1501
合格

栃木県 バックスオンＭＤ（ＣＶＩ）－Ｎ＊＊ ワクチノーバ株式会社 2NV0302
合格

栃木県 ２価ＭＤ生ワクチン（ＨＶＴ＋ＳＢ－１）＊＊ ワクチノーバ株式会社 S3004
合格

栃木県 マレック病生ワクチン＊＊ ワクチノーバ株式会社 H4001
合格

栃木県 バックスオンＭＤ（ＨＶＴ＋ＣＶＩ）－Ｎ＊＊ ワクチノーバ株式会社 2NVH0101
合格

栃木県 マレック／バック＊＊ ワクチノーバ株式会社 S0811
合格

栃木県 マレック／バック＊＊ ワクチノーバ株式会社 M0834
合格

東京都 観賞魚用トロピカルゴールド 津路薬品工業株式会社 49

不備事項
要指導

東京都 トロピカル－N 津路薬品工業株式会社 56
不合格

茨城県 ノビバック　LEPTO＊＊ 株式会社インターベット 1-25
合格

茨城県 ノビリス　IB　MA5・5000＊＊ 株式会社インターベット 5031
合格

茨城県 ノビリス　IB　4-91＊＊ 株式会社インターベット 83
合格

茨城県 ノビリス　ガンボロ　D78・2500＊＊ 株式会社インターベット 2535
合格

茨城県 ノビリス　ガンボロ　D78・1000＊＊ 株式会社インターベット 1058
合格

兵庫県 動物用スミチオン乳剤IK 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 7906A0
合格

兵庫県 フロムエイト 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 7808A0
合格

兵庫県 グルタプラス 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 YY00H4K001
合格

兵庫県 プルモチルプレミックス－２０ エランコジャパン株式会社 17903
不備事項

兵庫県 エコノサド エランコジャパン株式会社 V13699/3
合格

大阪府 ビクタスSS錠10mg ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社 G702
合格

大阪府 コンセーブ錠25mg ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社 H701
合格

大阪府 アピナック錠12.5mg ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社 E701
合格

北海道 インターベリーα＊＊ ホクサン株式会社 171001

要指導
改善措置済み

福島県 ユーリカン　７＊＊
ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン株式
会社 L443848

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。

＊＊：都道府県による収去品目

平成２９年度収去検査結果（令和元年12月３日現在）

製剤区分 合格
要指導・不備事項

（対応措置済み）

要指導・不備事項

（改善指導中）
検査中 不合格 検査中止 合計

一般薬 18 1 2 0 2 0 23

生物学的製剤 21 0 1 0 0 0 22

抗生物質製剤 3 0 1 0 0 0 4

合計 42 1 4 0 2 0 49



福島県 ネクスガード　スペクトラ　１１．３＊＊
ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン株式
会社 AA1655PB

合格

神奈川県 フォルテコールプラスS エランコジャパン株式会社 LE750221
合格

神奈川県 パノラミス錠S エランコジャパン株式会社 10827221
合格

神奈川県 オンシオール２％注射液 エランコジャパン株式会社 H4523-11
合格

神奈川県 オスルニア エランコジャパン株式会社 C658968
合格

神奈川県 アトピカ10mgカプセル エランコジャパン株式会社 AL594797LA
合格

神奈川県 スーサンエース 日本醗酵飼料株式会社 17.10F
不合格

神奈川県 ジプラエース 日本醗酵飼料株式会社 17.5K

不備事項
要指導

栃木県 ND・IB・コリーザAC型ワクチン「NP」 株式会社  科学飼料研究所 188
合格

栃木県 ND・IB生ワクチン「NP」 株式会社  科学飼料研究所 67
合格

栃木県 BURSA-M生ワクチン「NP」 株式会社  科学飼料研究所 55
合格

栃木県 豚丹毒生ワクチン「科飼研」 株式会社  科学飼料研究所 231
合格

東京都 スナップ・ＦｅＬＶ／ＦＩＶ　コンボ アイデックス　ラボラトリーズ株式会社 08360-JN509
合格

東京都 スナップ・ハートワーム　ＲＴ アイデックス　ラボラトリーズ株式会社 14700-FN675
合格

栃木県 IB生ワクチン（H120G）＊＊ ワクチノーバ株式会社 2G1101
合格

栃木県 鶏痘生ワクチン（チック・エヌ・ポックス）＊＊ ワクチノーバ株式会社 C3705
合格

栃木県 鶏痘生ワクチン（ポキシン）＊＊ ワクチノーバ株式会社 2P1604
合格

栃木県 Mg生ワクチン＊＊ ワクチノーバ株式会社 MG0704
不備事項

栃木県 IBD生ワクチン（バーシン２）＊＊ ワクチノーバ株式会社 214044
合格

愛知県 トロコキシルチュアブル６＊＊ ゾエティス・ジャパン株式会社 613CF
合格

愛知県 トロコキシルチュアブル７５＊＊ ゾエティス・ジャパン株式会社 915DD
合格

愛知県 アポキル錠３．６＊＊ ゾエティス・ジャパン株式会社 961CA
合格

愛知県 アポキル錠５．４＊＊ ゾエティス・ジャパン株式会社 483DA
合格

愛知県 アポキル錠１６＊＊ ゾエティス・ジャパン株式会社 167DA
合格

富山 ビクタスS　MTクリーム＊＊ ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社 8201
合格

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322）

ダイヤルイン：042‐402‐4468


