
収去場所
（検査を実施した都府県）

製造販売業者
（収去品に記載されていた業者名）

製剤名 製造番号 判定

青森県 川崎製薬株式会社 アセジスト細粒 1001281 適合

青森県 ナガセ医薬品株式会社 フロロコール１００注射液 120101 適合

岩手県 フジタ製薬株式会社 ビタレラAD３E 102331 適合

岩手県 株式会社　科学飼料研究所 メイロング 09A13G 適合

宮城県 明治製菓株式会社 イソジン液１０％ ADAG213 適合

宮城県 Meiji Seika ファルマ株式会社 動物用イソジン液１０％ ADAGD１ 適合

秋田県 フジタ製薬株式会社
ミルベマイシン錠１．２５「フジ
タ」

102710 適合

秋田県 フジタ製薬株式会社 ミルベマイシン錠２．５「フジタ」 101240 適合

山形県 共立製薬株式会社 オスビタン・S 1012151 適合

山形県 共立製薬株式会社 ビタロング液 1111011 適合

福島県 日本全薬工業株式会社 グルターZ YOF２８１ 適合

福島県 日本全薬工業株式会社 グルタクリーン Y１C１１３ 適合

茨城県 ファイザー製薬株式会社 ソルビーシロップ 1018201 適合

栃木県 文永堂製薬株式会社 AD３E注「文永堂」 12011 適合

栃木県 株式会社　科学飼料研究所 メイロング液 8YA01G 適合

埼玉県 セラケム株式会社 フルモキサール散５％ 1330 適合

千葉県 ファイザー製薬株式会社 デュファフラルD3-1000 14778 適合

千葉県 コーキン化学株式会社 パントニックーL 191209 適合

東京都 フジタ製薬株式会社 PVPヨード液　１０％ 102431 適合

東京都 岩城製薬株式会社 動物用ネオヨジン液 0C016 適合

東京都 株式会社　科学飼料研究所 パコマ 0ZA02G 適合

神奈川県 フジタ製薬株式会社 イベルメックDSP－３４ 11A 適合

神奈川県 佐藤製薬株式会社 動物用カミンAP錠 ZXWN 適合

新潟県 ファイザー製薬株式会社 デュファフラルD3-1000 15506 適合

新潟県 共立製薬株式会社 ビタロング・フォルテ 1105301 適合

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。
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富山県 株式会社　科学飼料研究所 アストップ １２A11G 適合

富山県 岩城製薬株式会社 動物用ネオヨジン液 0C016 適合

山梨県 明治製菓株式会社 動物用イソジン液 ADDL671 適合

長野県 フジタ製薬株式会社 イベルメックPO 102641 適合

長野県 フジタ製薬株式会社
フロルフェニコール注200「フジ
タ」

101450 適合

岐阜県 共立製薬株式会社 デュファゾールAD3E 15117 適合

岐阜県 ファイザー製薬株式会社 デュファフラル-フォルテ １４７５２A 適合

静岡県 バイエル薬品株式会社 アンテック　ビルコンS 1102BA0036 適合

静岡県 明治製菓株式会社 動物用イソジン液 ADDL672 適合

三重県 フジタ製薬株式会社 ビタレラAD３E 112510 適合

三重県 日本全薬工業株式会社 ロビソールAD3ECオーラル 011090 適合

滋賀県 日産化学工業株式会社 クレンテ ECRT0519 適合

滋賀県 明治製菓株式会社 動物用イソジン液 ADDL664 適合

京都府 ファイザー製薬株式会社 ソルビー・シロップ 1118201 適合

京都府 現代製薬株式会社 ピペラックスシロップ ME01 適合

兵庫県 ファイザー製薬株式会社 バイオシッド３０ 03656 適合

兵庫県 あすか製薬株式会社 ポリアップ１６ 064AJF 適合

奈良県 メリアル・ジャパン株式会社 アイボメック注「メリアル」 009/08 適合

奈良県 共立製薬株式会社 ノロメクチンポアオン 0291-32 適合

和歌山県 フジタ製薬株式会社 ビタレラAD３E 102971 適合

和歌山県 フジタ製薬株式会社 ビタレラD3注 102971 適合

鳥取県 サンケミファ株式会社 モルホナイド２０ M11A04 適合

島根県 フジタ製薬株式会社 イベルメック注 112121 適合

島根県 フジタ製薬株式会社 イベルメック注２％ 110211 適合

岡山県 文永堂製薬株式会社 コンドロイチンD3注 ０９０１１ 適合

岡山県 株式会社　科学飼料研究所 メイロング液 １９A０５G 適合

広島県 田村製薬株式会社 クリアキル－１００ CK0139 適合

広島県 明治製菓株式会社 水産用イソジン液10％ ADFG204 適合
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広島県 株式会社　科学飼料研究所 パコマL
EVPMLL
0YA01G

適合

山口県 ファイザー製薬株式会社 ソルビー錠 0918101 適合

山口県 Meiji Seika ファルマ株式会社 パナメクチン錠S２７２
DFPAG
PSDFJ03501

適合

徳島県 川崎製薬株式会社 オスビタン－１０００ 1004121 適合

徳島県 共立製薬株式会社 ビタロング液 1101041 適合

高知県 日本全薬工業株式会社
ロビソールAD3Eオーラル、タ
イプ５０

109060 適合

福岡県 住化エンビロサイエンス株式会社 スミクロール SJ141 適合

福岡県 サンケミファ株式会社 ヘルミン２５ M11D06 適合

佐賀県 川崎製薬株式会社 アセジスト細粒 1001291 適合

佐賀県 セラケム株式会社 フルモキサール散５％ 1330 適合

長崎県 共立製薬株式会社 オスビタン・S 1012151 適合

長崎県 日本全薬工業株式会社 ビタミンイー注 108060 適合

熊本県 フジタ製薬株式会社 PVPヨード液L（フジタ） 101341 適合

熊本県 あすか製薬株式会社 ポリアップ１６ 060AJD 適合

大分県 協和発酵工業株式会社 アクアフェン 5685 適合

大分県 フジタ製薬株式会社 イベルメック注 101911 適合

宮崎県 株式会社　科学飼料研究所 アデーB AB１００６ 適合

宮崎県 川崎製薬株式会社 ビタロング注 0912091 適合

鹿児島県 日産化学工業株式会社 クレンテ ECRT0607 適合

鹿児島県 ファイザー製薬株式会社 バイオシッド３０ 02970 適合

沖縄県 佐藤製薬株式会社 動物用カミンAP錠 ZXWN 適合

沖縄県 現代製薬株式会社 ピペラックスシロップ MJ03 適合
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