
報告年月 動物用医薬品等の名称 製造販売業者等名称
動物種・

数
副作用等の内容 講じた処置 転帰 情報源

2007年12月 ラピノベット シェリング・プラウアニ
マルヘルス株式会社

犬１ 血圧低下 無処置 回復 使用成績

2007年12月 ラピノベット シェリング・プラウアニ
マルヘルス株式会社

犬１ 粘膜チアノーゼ 調節呼吸 回復 使用成績

2007年12月 ラピノベット シェリング・プラウアニ
マルヘルス株式会社

犬１ 除脈 アトロピン投与 回復 使用成績

2007年12月 ラピノベット シェリング・プラウアニ
マルヘルス株式会社

犬１ 全身性痙攣発作、覚醒時
嘔吐

無処置 回復 使用成績

2007年12月 ラピノベット シェリング・プラウアニ
マルヘルス株式会社

犬１ 注射部位疼痛、粘膜チア
ノーゼ

無処置 回復 使用成績

2007年12月 ラピノベット シェリング・プラウアニ
マルヘルス株式会社

猫７ 血圧低下 輸液量の増加及び/また
はドブタミン、ドパミ
ン、アトロピンの投与

回復 使用成績

2007年12月 ラピノベット シェリング・プラウアニ
マルヘルス株式会社

猫１ 粘膜チアノーゼ 気管挿管 回復 使用成績

2007年12月 ラピノベット シェリング・プラウアニ
マルヘルス株式会社

猫１ 不整脈 無処置 回復 使用成績

2007年12月 フロントライン・スプ
レー

メリアル・ジャパン株式
会社

猫２ ４匹に塗布したところ、
翌日１匹が元気消失、死
亡、他の１匹も低体温、
死亡（因果関係なし）

１匹目：無処置
２匹目：乳酸リンゲル、
ビタミンＢ、グルコー
ス、酸素吸入、保温

死亡 業者
（因果関
係なし）

2007年12月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹 メチルプレドニゾロン、
ＡＢＰＣ

不明 獣医師

2007年11月 デュファフラルＤ３－１
０００

共立製薬株式会社 牛 投与２０分後に陰部・眼
瞼の腫脹、乳房の発赤腫
脹、起立と伏臥繰り返
す、呼吸促迫、発熱、知
覚過敏、アレルギー反

抗アレルギー剤、強肝
剤、補液

回復 獣医師

2007年11月 ユーリカン　７ メリアル・ジャパン株式 犬 投与５分後に呼吸速迫 デキサメサゾン等 回復 獣医師
2007年11月 アモスタックＬＡ注 田村製薬株式会社 牛１ 軽度の腫脹 記載なし 回復 使用成績
2007年11月 “京都微研”キャナイン

－９Ⅱ
株式会社　微生物化学研
究所

犬 接種翌日に元気消沈、嘔
吐、下痢、顔面腫脹、そ
の３日後に注射部位の腫
脹、硬結、疼痛

デキサメサゾン、塩酸ジ
フェンヒドラミン

回復 獣医師

2007年11月 ノビバック　ＤＨＰＰi＋
L

株式会社　インターベッ
ト

犬 接種４時間後に元気消
沈、顔面腫脹、呼吸器症
状、接種１週間後に接種
部位の硬結、腫脹、疼痛

ステロイド剤、抗ヒスタ
ミン剤

回復 獣医師

2007年11月 “京都微研”キャナイン
－９Ⅱ

株式会社　微生物化学研
究所

犬 接種翌日に元気消沈、嘔
吐、下痢、顔面腫脹、そ
の３日後に注射部位の腫
脹、硬結、疼痛

デキサメサゾン、塩酸ジ
フェンヒドラミン

回復 獣医師

2007年11月 ノビバック　ＤＨＰＰi＋
L

株式会社　インターベッ
ト

犬 接種４時間後に元気消
沈、顔面腫脹、呼吸器症
状、接種１週間後に接種
部位の硬結、腫脹、疼痛

ステロイド剤、抗ヒスタ
ミン剤

回復 獣医師

2007年10月 “京都微研„ニワトリ６種混合
ワクチン

株式会社微生物化学研究
所

鶏15,324 食欲不振 記載なし 記載なし 使用成績

2007年10月 プリッド　テイゾー あすか製薬株式会社 牛５ 膣炎 記載なし 回復 使用成績
2007年10月 フロントライン・スプ

レー
メリアル・ジャパン株式
会社

猫 投与当日血便、食欲低
下、投与５日後夜にパン
ティング、元気消失、死
亡（因果関係なし）

プレドニゾロン、酸素吸
入

死亡 業者
（因果関
係なし）

2007年10月
ウェルメイト錠50

第一ファインケミカル株
式会社

犬１ 食欲不振 無処置 記載なし 使用成績

2007年9月 フォートレオン バイエルメディカル株式 犬１ 元気消失 無処置 回復 使用成績
2007年9月 プレビコックス57／プレ

ビコックス227
メリアル・ジャパン株式
会社

犬１ 嘔吐 休薬、メトクロプラミ
ド、ファモチジンの投与

回復 使用成績

2007年9月 プレビコックス57／プレ
ビコックス227

メリアル・ジャパン株式
会社

犬１ 前庭障害 投与中止、プレドニゾロ
ン投与

回復 使用成績

2007年9月 プレビコックス57／プレ
ビコックス227

メリアル・ジャパン株式
会社

犬１ 嘔吐、便の色の変化（軟
便）

休薬 回復 使用成績

2007年9月 プレビコックス57／プレ
ビコックス227

メリアル・ジャパン株式
会社

犬１ 下痢 無処置 回復 使用成績

2007年9月 プレビコックス57／プレ
ビコックス227

メリアル・ジャパン株式
会社

犬１ 食欲不振、肝機能検査値
（ALT/AST）の上昇

投与中止、ウルソ酸、ラ
ニチジン、アモキシシリ
ン、クラブラン酸カリウ
ムの投与、輸液

回復 使用成績

2007年9月 プレビコックス57／プレ
ビコックス227

メリアル・ジャパン株式
会社

犬１ 食欲不振、下痢 無処置 回復 使用成績

2007年9月 プレビコックス57／プレ
ビコックス227

メリアル・ジャパン株式
会社

犬１ 掻痒、嘔吐 マレイン酸クロルフェニ
ラミン、セファレキシ
ン、スクラルファート投

回復 使用成績

2007年8月 フェロバックス５ 共立製薬株式会社 猫６ 元気減退、食欲減退 無処置 回復 使用成績
2007年8月 フェロバックス５ 共立製薬株式会社 猫１ 元気減退、食欲減退、発 無処置 回復 使用成績
2007年8月 エースワーカー錠１ ノバルティスアニマルヘ

ルス株式会社
犬１ 食欲廃絶（因果関係な

し）
投薬中止 回復 使用成績

2007年8月 リマダイル注射液 ファイザー株式会社 犬１ 嘔吐 記載なし 回復 使用成績
2007年8月 ゼナギル錠25 ファイザー株式会社 犬１ 軽度の食欲不振と嘔吐 投薬中止、ファモチジ

ン、アルサルミン投与
回復 使用成績

2007年8月 ゼナギル錠25 ファイザー株式会社 犬１ 軽度の便秘 投薬中止 回復 使用成績
2007年8月 ゼナギル錠50 ファイザー株式会社 犬１ 軽度の下痢 抗生剤以外の下痢止め投 回復 使用成績
2007年8月 ゼナギル錠25 ファイザー株式会社 猫１ 軽度の嘔吐と便秘 投薬中止 回復 使用成績
2007年8月 ゼナギル錠25 ファイザー株式会社 猫１ 軽度の食欲不振と顔面腫 投薬中止、ステロイド投 回復 使用成績
2007年8月 ゼナギル錠25 ファイザー株式会社 猫１ 軽度の下痢と食欲不振 投薬中止 回復 使用成績
2007年8月 ゼナギル錠25 ファイザー株式会社 猫１ 軽度の下痢と嘔吐 無処置 回復 使用成績
2007年8月 ゼナギル錠25 ファイザー株式会社 猫１ 軽度の食欲不振 無処置 回復 使用成績
2007年8月 ズブリン50,100,200 ナガセ医薬品株式会社 犬１ 下痢・軟便 タイロシン（抗生物質）

投与
回復 使用成績

2007年8月 ズブリン50,100,200 ナガセ医薬品株式会社 犬１ 嘔吐 適正使用により回復（空
腹時の投薬だったため）

回復 使用成績

2007年8月 ズブリン50,100,200 ナガセ医薬品株式会社 犬１ 食欲不振 サイトテック（抗NSAIDs
潰瘍剤）投与

回復 使用成績

2007年8月 プロフェンダー　スポッ
ト

バイエルメディカル株式
会社

猫 夕方投与し帰宅（ビムロ
ン舐める）したが、元気
消失、翌朝死亡（因果関

リンゲル液 死亡 業者
（因果関
係なし）

2007年8月 インタードッグ 東レ株式会社 犬２ 嘔吐 無処置 回復 使用成績

2007年8月 インタードッグ 東レ株式会社 犬１ 元気消失 無処置 回復 使用成績

2007年8月 日生研狂犬病ＴＣワクチン 日生研株式会社 犬 起立不能、呼吸困難、後駆
麻痺、死亡（因果関係なし）

無処置 死亡 獣医師
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2007年8月 日生研狂犬病ＴＣワクチン 日生研株式会社 犬 食欲低下、嘔吐、後足のふ
らつき（因果関係なし）

補液等 回復 獣医師

2007年7月 ネグホン バイエルメディカル株式
会社

鶏１７ 散布翌々日からへい死羽
数が増加（因果関係な
し）

無処置 死亡 業者
（因果関
係なし）

2007年7月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 ２日後に元気消失（食欲
はあり）

無処置 回復 獣医師

2007年7月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 １時間後に掻痒、皮膚の
発赤、発疹、顔面腫脹

プレドニゾロン、ビタミ
ン剤

回復 獣医師

2007年7月 アトピカ１０ｍｇカプセ
ル

ノバルティスアニマルヘ
ルス株式会社

猫 １１か月間投与後、貧
血、腎臓腫瘍（因果関係
なし）

投与中止 安楽死 業者
（因果関
係なし）

2007年7月 ネグホン バイエルメディカル株式
会社

牛２ １頭は泡沫性の唾液、微
熱、振戦、体温低下、
タール状の血液塊排出、
死亡。もう１頭は特に異
常なく死亡（因果関係な

無処置 死亡 業者
（因果関
係なし）

2007年7月 アトピカ５０ｍｇカプセ
ル

ノバルティスアニマルヘ
ルス株式会社

犬 衰弱死（因果関係なし） 無処置 死亡 業者
（因果関
係なし）

2007年7月 リスポバル ファイザー株式会社 牛１４ 発熱、元気・食欲なし、
腫

記載なし 回復 使用成績

2007年7月 リスポバル ファイザー株式会社 牛１ 発熱、元気なし、腫脹 記載なし 回復 使用成績
2007年7月 リスポバル ファイザー株式会社 牛８ 発熱、腫脹 記載なし 回復 使用成績
2007年7月 リスポバル ファイザー株式会社 牛４ 発熱、腫脹・硬結 記載なし 回復 使用成績
2007年7月 リスポバル ファイザー株式会社 牛６ 発熱、元気・食欲なし、

腫脹・硬結
記載なし 回復 使用成績

2007年7月 リスポバル ファイザー株式会社 牛１１ 発熱 記載なし 回復 使用成績
2007年7月 リスポバル ファイザー株式会社 牛３ 腫脹 記載なし 回復 使用成績
2007年7月 リスポバル ファイザー株式会社 牛１ 投与後３日に発熱 記載なし 回復 使用成績
2007年7月 リスポバル ファイザー株式会社 牛１ 投与後３日に発熱 記載なし 回復 使用成績
2007年7月 リスポバル ファイザー株式会社 牛１ 投与後３日に発熱、硬結 記載なし 回復 使用成績
2007年7月 フェロバックス３ 共立製薬株式会社 猫 翌日に注射部位の腫脹に

気が付く
ステロイド 経過観察中 獣医師

2007年7月 ユーリカン　５ メリアル・ジャパン株式
会社

犬 １５分後に全身の発赤、
顔面腫脹、発熱、心拍促

プレドニゾロン、ポララ
ミン、ミノファーゲンＣ

回復 獣医師

2007年7月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 ３．５時間で顔面腫脹 デキサメサゾン、強肝剤 回復 獣医師
2007年7月 バンガードプラス　５／

ＣＶ－Ｌ
ファイザー株式会社 犬 ６時間後に顔面腫脹 デキサメサゾン、強肝剤 回復 獣医師

2007年6月 ユーリカン　７ メリアル・ジャパン株式
会社

犬 ４時間後に全身の痒み、
嘔吐、元気消失

ステロイド剤、スクラル
フェート

回復 獣医師

2007年6月 ウロエース錠 あすか製薬株式会社 犬１ 下痢・震え 記載なし 回復 使用成績
2007年6月 ウロエース錠 あすか製薬株式会社 犬２ 肝機能検査値の異常 記載なし 回復 使用成績

2007年6月
メタカム0.15%経口懸濁液 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑﾍﾞﾄﾒﾃﾞｨ

ｶｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 犬２ 嘔吐
投与中止、ファモチジ
ン、ガスター

回復 使用成績

2007年6月
メタカム0.5%注射液 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑﾍﾞﾄﾒﾃﾞｨ

ｶｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 犬１ 手術創からの出血
出血部位の止血、再縫
合、輸血

回復 使用成績

2007年6月 “京都微研”牛流行熱・
イバラキ病混合不活化ワ

株式会社　微生物化学研
究所

牛 ２時間後に軽度の呼吸困
難、震戦を確認

無処置 回復 獣医師

2007年6月
レイヤーミューン SE-NB 株式会社シーエーエフ

ラボラトリーズ
鶏494 一時的な活力減退と注射

部位の腫脹
不明 回復 使用成績

2007年5月 犬・猫用バイトリル２．
５％注射液

バイエルメディカル株式
会社

犬 口腔内の異物除去手術の
翌日夜死亡（因果関係な
し）

麻酔覚醒後に保温 死亡 業者
（因果関
係なし）

2007年5月 日生研狂犬病ＴＣワクチ
ン

日生研株式会社 犬 ４時間後に嘔吐、呼吸速
迫、チアノーゼ、発熱を
発見

デキサメサゾン、輸液、
プレドニゾロン、プリン
ペラン、シメチジン、ポ
ララミン

回復 獣医師

2007年5月 “京都微研”キャナイン
－９

株式会社　微生物化学研
究所

犬 １２時間以内に食欲・元
気低下、嘔吐

皮下補液、ステロイド、
抗ヒスタミン剤

回復 獣医師

2007年4月 狂犬病ＴＣワクチン“化
血研”

財団法人　化学及血清療
法研究所

犬 ２０時間後に発熱、元気
消沈、食欲廃絶

乳酸化リンゲル液、デキ
サメサゾン、マイシリン

回復 獣医師

2007年4月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 １時間後に嘔吐、呼吸促 抗ヒスタミン剤 回復 獣医師
2007年4月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 １時間後に痒み、その３

０分後に口唇・眼周囲の
腫れ、痒み

プレドニゾロン、レスタ
ミン

回復 獣医師

2007年4月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 ８時間ほどで顔腫脹、結
膜浮腫、嘔吐

プレドニゾロン、輸液 回復 獣医師

2007年3月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 投与９時間後下眼瞼の腫
れ、治療後一旦治まる
が、その２時間後左右の

デキサメサゾン、強肝剤 回復 獣医師

2007年3月 トリブリッセン注射液 共立製薬株式会社 犬 １時間以内にアナフィラ
キシー反応、アレルギー
反応、顔面腫脹、呼吸促
迫、眼周囲腫脹、虚脱、

プレドニゾロン 回復 獣医師

2007年3月 プロポフォール注１％メ
ルク

メルク製薬 犬 投与１０秒後から顔面腫
脹、口唇腫脹

投与中止 回復 獣医師

2007年3月 ユーリカン　７ メリアル・ジャパン株式
会社

犬 ２～３時間後顔面腫脹 ステロイド（プレドニゾ
ロン）

回復 獣医師

2007年3月 リタガードLT-C ファイザー株式会社 豚２６ 軽～中程度の注射局所反 記載なし 記載なし 使用成績
2007年3月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 ６時間後に口唇の腫れ レスタミン、プレドニゾ

ロン
回復 獣医師

2007年3月 アトピカカプセル
（10mg、25mg、50mg、
100mg）

ノバルティス　アニマル
ヘルス株式会社

犬２１ 嘔吐（１０例）、被毛状
態の変化（１０例）、軟
便（４例）、下痢（３
例）、元気消失（１
例）、歯肉肥厚（１

記載なし 記載なし 使用成績

2007年3月 デュラミューン　５ 共立製薬株式会社 犬 ９０分後に鼻先の皮膚の
発赤・掻痒、その後顔面
腫脹

皮下点滴、抗アレルギー
剤、抗ヒスタミン剤、副
腎皮質ホルモン

回復 獣医師

2007年2月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 １時間以内に顔面浮腫 プレドニン静脈注射、抗
ヒスタミン

回復 獣医師

2007年2月 フェロバックス５ 共立製薬株式会社 猫 ６時間後に顔面腫脹 無処置（クライアントの
事情により）

回復 獣医師

2007年2月 アラディケーター ファイザー株式会社 豚６ 食欲不振 記載なし 記載なし 使用成績
2007年2月 アラディケーター ファイザー株式会社 豚２８ 軽～重度の局所反応 記載なし 記載なし 使用成績
2007年2月 アラディケーター ファイザー株式会社 豚１０ 食欲不振、局所反応 記載なし 記載なし 使用成績
2007年2月 アラディケーター ファイザー株式会社 豚１ 食欲不振、１５ｃｍ程の

紅斑、疼痛
記載なし 記載なし 使用成績

2007年2月 アラディケーター ファイザー株式会社 豚１ 沈鬱、食欲不振、直径１
５ｃｍ程の紅斑、腫瘤

記載なし 記載なし 使用成績

2007年2月 アラディケーター ファイザー株式会社 豚１ 食欲不振、流産（流産歴
あり）

記載なし 流産 使用成績
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2007年2月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 ２０分後に呼吸速迫、血
圧低下

エピネフリン 回復 獣医師

2007年2月 フォルテコール錠５ｍｇ ノバルティスアニマルヘ
ルス株式会社

猫１ ふらつき 記載なし 回復 使用成績

2007年2月 ラピノベット シェリング・プラウ株式 犬１ 血圧低下、除脈、不整脈 アトロピン、エピネフリ 回復 使用成績
2007年2月 ラピノベット シェリング・プラウ株式 犬１ 粘膜チアノーゼ、不整脈 酸素吸入、アトロピン 回復 使用成績
2007年2月 ラピノベット シェリング・プラウ株式 犬１ 血圧低下 輸液速度の増加 回復 使用成績
2007年2月 ラピノベット シェリング・プラウ株式 犬１ 除脈 アトロピン 回復 使用成績
2007年2月 ラピノベット シェリング・プラウ株式 犬１ 頻脈 無処置 回復 使用成績
2007年2月 ラピノベット シェリング・プラウ株式 犬１ 血管疼痛 無処置 回復 使用成績
2007年2月 ラピノベット シェリング・プラウ株式

会社
猫７ 血圧低下 輸液量の増加及び/また

はドブタミン
回復 使用成績

2007年2月 ラピノベット シェリング・プラウ株式
会社

猫２ 血圧低下、除脈 ドブタミン 回復 使用成績

2007年2月 ラピノベット シェリング・プラウ株式 猫２ 粘膜チアノーゼ 無処置 回復 使用成績
2007年2月 バイトリル バイエルメディカル株式 犬 ３０分～１時間程で呼吸 無処置 回復 獣医師
2007年1月 デュラミューン　５ 共立製薬株式会社 犬 蕁麻疹、顔面腫脹、陰部

の腫脹、掻痒
ステロイド、抗ヒスタミ
ン薬

回復 獣医師

2007年1月 アデクァン 三共ライフテック株式会
社

犬３ 下痢 ・併用薬の中止
・整腸剤投与
・記載なし

回復 使用成績

2007年1月 アデクァン 三共ライフテック株式会
社

犬１ 嘔吐 タガメット、ビタミン
剤、補液

回復 使用成績

2007年1月 アデクァン 三共ライフテック株式会 犬１ 注射部位疼痛 無処置 回復 使用成績
2007年1月 アデクァン 三共ライフテック株式会 犬１ 嘔吐・食欲不振及び子宮 抗生物質 回復 使用成績
2007年1月 アデクァン 三共ライフテック株式会

社
犬１ 発熱・元気消失・食欲低

下及び注射部位疼痛
無処置 回復 使用成績

2007年1月 デュラミューン　８ 共立製薬株式会社 犬 １時間内で蕁麻疹、顔面
腫脹、嘔吐

ステロイド、抗ヒスタミ
ン

回復 獣医師

2007年1月 ノビバック　ＤＨＰＰi＋
L

株式会社　インターベッ
ト

犬 １３分後嘔吐、排便、血
圧、心拍低下、２０分後
顔面掻痒

エピネフリン、デキサメ
サゾン、血管確保、ラク
トリンゲル、プレドニゾ
ロン、塩酸ジフェンヒド

回復 獣医師

2007年1月 ユーリカン　７ メリアル・ジャパン株式 犬 ３時間後ムーンフェイス プレドニゾロ、ミノミー 回復 獣医師
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