
副作用報告掲載一覧

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

2018年3月 エピレス錠 10mg
エピレス錠 20mg
エピレス錠 40mg
エピレス錠 80mg

共立製薬株式会社 犬24 嘔吐、元気消失、前後肢跛
行、ALP上昇、下痢、軟便、
倦怠、視力喪失、食欲低下、
アレルギー性結膜炎、気管
支炎の悪化、子宮蓄膿症等

投薬治療等 回復
悪化
継続

使用成績

2018年3月 ラプロス 東レ株式会社 猫5 食欲低下、廃絶、血尿、皮膚
の痒みと発赤、左目の角膜
潰瘍

補液投与、リンゲル液投
与、ヘモコアグラーゼ投
与、セファレキシン投与

回復
継続
死亡2

使用成績

2018年2月 アルファキサン Meiji Seikaファルマ株式会社 犬17
猫12

無呼吸、低血圧、呼吸抑制、
チアノーゼ、痙攣

気管内挿管、ベンチレー
ション、人工呼吸、陽圧
喚気、調節呼吸、薬剤

回復 使用成績

2018年2月 ドラクシン ゾエティス・ジャパン株式会社 牛 注射部位の硬結 記載なし 回復 使用成績
2018年2月 プロコックス バイエル薬品株式会社 犬 嘔吐、ふらつき、活力低下、

食欲不振、貧血、低血糖、低
蛋白症

リンゲル液、ファモチジ
ン、プレドニゾロン、セ
ファゾリン、ブドウ糖等投

回復 使用成績

2017年12月 ディニタル 共立製薬株式会社 豚3 軟便 記載なし 回復 使用成績
2017年11月 エムパック 株式会社インターベット 豚20 腫脹又は硬結 記載なし 回復 使用成績
2017年11月 マリンディップ 株式会社インターベット トラフグ

6600
横転 記載なし 回復 使用成績

2017年11月 オスルニア エランコジャパン株式会社 犬13
猫7

難聴、耳周囲の皮膚反応、
嘔吐、元気消失、食欲不振、
下痢、肝酵素高値、縮瞳、瞬
膜逸脱、ホルネル症候群、
ふらつき等

記載なし 記載なし 使用成績

2017年11月 オンシオール錠5mg エランコジャパン株式会社 犬2 食欲不振・廃絶、不効、嘔
吐、黄疸、肝酵素上昇

投与中止、抗生剤投
与、鎮痛剤投与、ビタミ
ン剤投与、強肝剤投与、
併用薬中止

回復 使用成績

2017年11月 オンシオール錠10mg エランコジャパン株式会社 犬 ALP上昇、トリグリセライド上 おやつ減量 不明 使用成績
2017年11月 オンシオール錠20mg エランコジャパン株式会社 犬3 皮膚炎、下痢、しぶり、震

え、元気消失、食欲不振、発
熱、胆泥症、CRP上昇

抗生剤投与、アポキル
投与、投与中止

回復 使用成績

2017年11月 オンシオール錠40mg エランコジャパン株式会社 犬 食欲不振、嘔吐、下痢 投与中止、対症療法 回復 使用成績
2017年11月 猫用ミルベマックスフレー

バー錠
エランコジャパン株式会社 猫 運動失調、ふらつき 無処置 回復 使用成績

2017年11月 インターセプトSチュアブルM エランコジャパン株式会社 犬 ふらつき、運動失調、流涎 記載なし 不明 使用成績
2017年11月 インターセプトSチュアブルLL エランコジャパン株式会社 犬 ALT上昇 記載なし 記載なし 使用成績
2017年11月 パラディア錠10

パラディア錠15
パラディア錠50

ゾエティス･ジャパン株式会社 犬73 死亡、下痢、食欲不振/低
下、嘔吐、消化管出血/黒色
便、発熱、白血球減少、ALT
上昇、好中球減少、アルブミ
ン低下、クレアチニン上昇、
呼吸速迫、呼吸状態悪化、
胸水、腹水、強直性発作、震

投与中止、休薬、投与
減量、抗てんかん薬投
与、整腸剤投与、制吐
剤投与、ステロイド剤投
与等

回復
継続
不明
悪化
死亡9

使用成績

2017年11月 セボゾールシャンプー 共立製薬株式会社 犬 間代性痙攣 なし 回復 使用成績
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2017年10月 コンセーブ錠25mg
コンセーブ錠100mg

ＤＳファーマアニマルヘルス株
式会社

犬4 嘔吐、食欲不振、アシドーシ
ス、興奮、下痢

記載なし 回復
継続

使用成績

2017年10月 フォルテコールプラスS エランコジャパン株式会社 犬9 下痢、食欲不振、起立不能、
強膜充血、虚脱、強い心拍
動、発熱、掻痒、元気消失、
嘔吐、ふらつき、震え、血便

投与中止、対症療法、メ
タカム投与等

回復
不明

使用成績

2017年10月 フォルテコールプラスL エランコジャパン株式会社 犬 興奮 記載なし 不明 使用成績
2017年10月 アドボケート猫用 バイエル薬品株式会社 猫4 嘔吐、投与部位の毛先が切

れる、投与部位の薄毛、脱
なし 回復

継続
使用成績

2017年10月 ネクスガード　スペクトラ 11.3
ネクスガード　スペクトラ 22.5
ネクスガード　スペクトラ 45
ネクスガード　スペクトラ 90
ネクスガード　スペクトラ 180

メリアル・ジャパン株式会社 犬19 食欲低下、元気消失、下痢、
ビリルビン尿、嘔吐、掻痒、
軟便、便秘、血便、発赤、羞
明、目の充血、ブドウ膜・結
膜炎、起立不能、眼振、旋
回、Dダイマー上昇、落ち着
きがない、視力消失等

ステロイド投与、抗生剤
投与、制吐剤投与、整
腸剤投与等

回復
不明

使用成績

2017年10月 アポキル錠3.6
アポキル錠5.4
アポキル錠16

ゾエティス・ジャパン株式会社 犬9 下痢・軟便、嘔吐、血尿、吐
血、頻尿、痒み増大

投与中止、抗生剤投
与、消化性潰瘍治療剤
投与等

回復 使用成績

2017年9月 ブロードライン メリアル・ジャパン株式会社 猫5 嘔吐、注射部位脱毛、発赤、
投薬部位の脱毛・掻痒・発
疹、炎症等

抗生剤軟膏の投与 回復
不明

使用成績

2017年9月 ピシバック　注　LVPR/oil 共立製薬株式会社 ぶり5000 摂餌不良 記載なし 回復 使用成績
2017年8月 オイルバックス6R 一般財団法人化学及血清療

法研究所
鶏120 食下量低下 記載なし 回復 使用成績

2017年8月 トロコキシル　チュアブル6
トロコキシル　チュアブル20
トロコキシル　チュアブル30
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 犬2 腹腔内出血、低血圧性ショッ
ク、DIC、嘔吐、疼痛、死亡、
膵臓に結節状病変

輸血、対症療法 死亡2 使用成績

2017年8月 ティーエスブイ２ ゾエティス・ジャパン株式会社 牛16 発熱、肺炎 ニューフロール投与、メ
タカム投与等

回復 使用成績

2017年8月 ピュアバックスRCPCｈ-FeLV メリアル・ジャパン株式会社 猫5 軽度の結膜炎、軟便、ムー
ンフェイス、元気消失、食欲
低下、鼻出血、喀血

ステロイド投与、眼科用
抗菌薬投与等

回復 使用成績

2017年7月 ブラベクト錠250mg 株式会社インターベット 犬3 軟便、下痢、嘔吐 記載なし 記載なし 使用成績
2017年6月 ピシバック　注　レンサα2 共立製薬株式会社 ぶり

118000
摂餌不良 記載なし 回復 使用成績

2017年6月 プロジンク 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

猫7 ケトアシドーシス、元気・食
欲低下・嘔吐

治療あり 回復
不明

使用成績

2017年6月 アレルミューン HDM0.1
アレルミューン HDM0.5
アレルミューン HDM1
アレルミューン HDM2
アレルミューン HDM5
アレルミューン HDM10

日本全薬工業株式会社 犬6 耳介の発赤、下痢、注射部
位の疼痛、嘔吐、一過性の
痒み増強、外耳炎、趾間皮
膚炎

制吐剤投与 回復 使用成績

2017年6月 コルタバンス 株式会社ビルバックジャパン 犬 ふらつき 投与中止 回復 使用成績
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2017年5月 シンプリセフ錠 ゾエティス・ジャパン株式会社 犬 下痢 記載なし 回復 使用成績
2017年5月 セレニア錠16

セレニア錠24
セレニア錠60
セレニア錠160

ゾエティス・ジャパン株式会社 犬2 血便、食欲低下 記載なし 回復 使用成績

2017年5月 オンシオール2%注射液 エランコジャパン株式会社 犬3 顔面腫脹、発赤、注射部位
の発赤・脱毛・痂皮、元気消

記載なし 使用成績

2017年4月 ネクスガード 11.3
ネクスガード 28.3
ネクスガード 68
ネクスガード 136

メリアル・ジャパン株式会社 犬8 耳血腫、嘔吐、耳の異常 ステロイド投与、抗生剤
投与、胃腸機能調整薬
投与、H2拮抗薬投与

回復
不明

使用成績

2017年4月 エピレス錠 10mg
エピレス錠 20mg
エピレス錠 40mg
エピレス錠 80mg

共立製薬株式会社 犬19 元気消失、食欲消失、歩行
を嫌がる、不穏、嘔吐、ブド
ウ膜・角膜炎、胃潰瘍、腹部
皮膚の発赤、虚脱、膀胱炎、
視力低下、軟便、流涎、外耳
炎、歯肉炎、WBC低値他

投薬治療等 回復
継続

使用成績

2017年2月 アルファキサン Meiji Seikaファルマ株式会社 犬9
猫13

無呼吸、低血圧、呼吸抑制、
徐脈、呼吸停止、全身麻痺

人工呼吸、調節呼吸
(IPPV）、サリンへス、硫
酸アトロピン投与等

回復
死亡1

使用成績

2017年2月 アドレスタン10mg
アドレスタン30mg
アドレスタン60mg

共立製薬株式会社 犬8 沈うつ、食欲減退、元気減
退、震え、嘔吐、呼吸捉迫、
医原性アジソン症候群、腰
背部の湿疹、糜爛

投与中止、投与量減量
等

回復
継続

使用成績

2016年12月 オスルニア エランコジャパン株式会社 犬21 嘔吐、元気消失、聴力の低
下、食欲不振、震え、下痢、
多飲多尿、ふらつき、歩行困
難、皮疹他

記載なし 記載なし 使用成績

2016年12月 インゲルバック　3フレックス 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

豚2 活力減退、食欲減退、投与
部位の腫脹

記載なし 回復 使用成績

2016年12月 バナミン　ペースト 株式会社インターベット 馬 蕁麻疹 記載なし 記載なし 使用成績
2016年12月 マリンディップ 株式会社インターベット ふぐ

4280
横転 記載なし 回復 使用成績

2016年11月 オンシオール錠5mg エランコジャパン株式会社 犬 下痢 記載なし 記載なし 使用成績
2016年11月 オンシオール錠10mg エランコジャパン株式会社 犬3 結膜炎、軟便、食欲不振 記載なし 記載なし 使用成績
2016年11月 オンシオール錠20mg エランコジャパン株式会社 犬3 元気消失、痂皮、下痢、食欲

不振、丘疹
記載なし 記載なし 使用成績

2016年11月 オンシオール錠40mg エランコジャパン株式会社 犬2 嘔吐、血便 記載なし 記載なし 使用成績
2016年11月 猫用オンシオール錠6mg エランコジャパン株式会社 猫4 嘔吐、震え、眼振、ふらつき 記載なし 記載なし 使用成績
2016年11月 セボゾールシャンプー 共立製薬株式会社 犬 下痢、嘔吐 ファモチジン、BID、整腸

剤、投与
回復 使用成績

2016年11月 インターセプターＳチュアブル
S

エランコジャパン株式会社 犬 嘔吐 記載なし 記載なし 使用成績

2016年10月 パラディア錠10
パラディア錠15
パラディア錠50

ゾエティス・ジャパン株式会社 犬6 下痢、食欲不振、嘔吐、前肢
跛行、皮膚炎、痙攣発作

投与中止、抗アレル
ギー剤、整腸剤、止寫薬
等投与

回復
継続

使用成績
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2016年10月 コンフォティス錠140mg
コンフォティス錠270mg
コンフォティス錠560mg
コンフォティス錠810mg
コンフォティス錠1620mg

日本イーライリリー株式会社 犬1
猫8

嘔吐、食欲不振 記載なし 回復 使用成績

2016年10月 ネクスガード　スペクトラ 11.3
ネクスガード　スペクトラ 22.5
ネクスガード　スペクトラ 45
ネクスガード　スペクトラ 90
ネクスガード　スペクトラ 180

メリアル・ジャパン株式会社 犬34 下痢、軟便、嘔吐、発赤、掻
痒、湿疹、発熱、呼吸速迫、
起立不全、食欲不振、元気
消失、ふらつき、CRP上昇、
眼振、斜頸、脱水、Ht上昇、
肝酵素上昇、てんかん様発
作、振せん他

ステロイド、抗生剤等投
与等

回復
不明

使用成績

2016年9月 バンガード　プラス5/CV-L4 ゾエティス・ジャパン株式会社 犬5 注射部位の疼痛、元気消失 記載なし 回復 使用成績
2016年9月 ブロードライン メリアル・ジャパン株式会社 猫13 投薬部位脱毛、掻痒、発赤、

被毛の変色、角栓、元気消
失、泡を吹く、流涎、軟便、
嘔吐、下痢、食欲不振等

ステロイド、抗生剤、制
吐剤等投与等

回復
不明

使用成績

2016年9月 ピシバック　注　LVPR/oil 共立製薬株式会社 ぶり
150200

摂餌不良、死亡 記載なし 死亡200以
下

使用成績

2016年8月 フルシュア ゾエティス・ジャパン株式会社 豚19 死亡、元気消失、下痢、食欲
低下

記載なし 死亡3
回復

使用成績

2016年8月 ピュアバックスRCPCｈ-FeLV メリアル・ジャパン株式会社 猫4 発熱、食欲不振、結膜炎、摂
取部位の脱毛、被毛の変
化、皮膚の瘡蓋

抗生剤、ステロイド、抗
生剤軟膏投与等

回復 使用成績

2016年7月 ティーエスブイ２ ゾエティス・ジャパン株式会社 牛9 活力なし、発咳、鼻汁、呼吸
速迫、肺炎

記載なし 回復 使用成績

2016年7月 ステロップ 千寿製薬株式会社 犬 角膜沈着物 投与中止 回復 使用成績
2016年7月 ユーリカン　７ メリアル･ジャパン株式会社 犬 頻回の嘔吐

接種15分後発現
デキサメサゾン 回復 獣医師

2016年6月 メタカム２％注射液 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

牛58 投与部位の一過性の腫脹、
浮腫、硬結

記載なし 回復 使用成績

2016年6月 オンシオール2%注射液 エランコジャパン株式会社 犬3 食欲低下、嘔吐、肝障害、低
血糖、注射部位の肉芽腫、
けいれん発作

輸液、利胆剤、抗生剤、
ステロイド剤投与

回復
不明

使用成績

2016年4月 シンプリセフ錠 ゾエティス・ジャパン株式会社 犬 軟便 記載なし 回復 使用成績
2016年4月 ネクスガード11.3

ネクスガード28.3
ネクスガード68
ネクスガード136

メリアル・ジャパン株式会社 犬23 発熱、元気消失、蕁麻疹、出
血性下痢、呼吸速迫、嘔吐、
下痢、湿疹、掻痒、食欲低下
等

ステロイド、抗生剤、制
吐剤等の投与

回復
不明

使用成績

2016年3月 ユーリカン７ メリアル･ジャパン株式会社 犬 嘔吐 デキサメサゾン、ネオミ
ノファーゲンシー

回復 獣医師

2016年1月 ベトメディン５ｍｇ 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

犬 皮膚炎 投薬中止 回復 獣医師
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2016年1月 インターベリーα ホクサン株式会社 猫 食欲減少、嘔吐 アンピシリン、プレドニゾ
ロン、ソルラクト

回復 獣医師

2015年9月 ベトメディン5mg 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

人 喉の違和感 回復 業者

2016年2月 インプロバック ゾエティス・ジャパン株式会社 豚３ 歩様異常、呼吸器症状 記載なし 使用成績

2015年12月 アドレスタン１０ｍｇ 共立製薬株式会社 犬２ 胃腸炎、呼吸促迫 回復 使用成績

2015年12月 ユーリカン ７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 ぐったり、元気消失、発熱
(39.3℃）

デキサメサゾン、強力ネ
オミノファーゲンC

回復 獣医師

2015年12月 バナミン　ペースト 株式会社インターベット 馬２ 軽度疝痛 記載なし 使用成績

2015年11月 オンシオール錠５ｍｇ ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬 嘔吐、ふらつき 回復 使用成績

2015年11月 オンシオール錠１０ｍｇ ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬２ 下痢 回復 使用成績

2015年11月 猫用オンシオール錠６ｍｇ ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

猫２ 嘔吐、軟便 記載なし 使用成績

2015年11月 マリンディップ 株式会社インターベット ふぐ700 横転現象 回復 使用成績

2015年11月 セボゾールシャンプー 共立製薬株式会社 犬 掻痒 回復 使用成績

2015年11月 インターセプターＳチュアブル
Ｍ

ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬 軟便 記載なし 使用成績

2015年10月 コンフォティス錠140mg 日本イーライリリー株式会社 猫 嘔吐 回復 使用成績

2015年10月 コンフォティス錠270mg 日本イーライリリー株式会社 猫３ 嘔吐、食欲不振 回復 使用成績

2015年9月 ティーエスブイ２ ゾエティス・ジャパン株式会社 牛 鼻汁 回復 使用成績

2015年9月 バンガードＬ４ ゾエティス・ジャパン株式会社 犬３ 震え、注射部位疼痛、元気
消失、車酔い

回復 使用成績
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2015年7月 ユーリカン ７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 発赤、炎症（両眼周囲、耳
介）

デキサメタゾン、強力ネ
オミノファーゲンC注

回復 獣医師

2015年7月 ユーリカン ７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 チアノーゼ、歯茎蒼白 デキサメタゾン、強力ネ
オミノファーゲンC注

回復 獣医師

2015年7月 ステロップ 千寿製薬株式会社 犬４ 角膜びらん、多飲症、多尿、
眼脂

回復 使用成績

2015年7月 牛異常産ＡＣＡ混合不活化ワ
クチン“化血研”Ｎ

一般財団法人化学及血清療
法研究所

牛 眼瞼腫脹 ネオアス注 回復 獣医師

2015年7月 “京都微研”牛流行熱・イバラ
キ病混合不活化ワクチン /
炭そ予防液“化血研”

株式会社微生物化学研究所
/ 一般財団法人化学及血清
療法研究所

牛 両眼瞼腫脹、発疹、神経過
敏、発熱（38.2℃）

ネオアス注 回復 獣医師

2015年6月 メタカム２％注射液 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

牛 投与部位の腫脹、高潔 回復 使用成績

2015年5月 パノラミス錠Ｍ 日本イーライリリー株式会社 犬 下痢、血便 無処置 回復 業者

2015年4月 サーチフェクト メリアル・ジャパン株式会社 犬 嘔吐 記載なし 回復 使用成績

2015年3月 デュラミューン MX6 ゾエティス・ジャパン株式会社 犬 顔面・眼周囲腫脹、耳介・眼
周囲紅潮

プレドニゾロン、抗ヒスタ
ミン剤

回復 獣医師

2015年3月 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

人 嗄声 不明 回復 医師

2015年3月 プロナミド錠5mg ＤＳファーマアニマルヘルス株
式会社

犬３ 食欲廃絶、全身症状の悪
化、後肢ふらつき

記載なし 回復 使用成績

2015年3月 ユーリカン ７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 両眼周囲に炎症 デキサメタゾン、強力ネ
オミノファーゲンC注

回復 獣医師

2015年3月 ノビバックDHPPi 株式会社インターベット 犬 元気減少、顔面腫脹 抗ヒスタミン剤、ステロイ
ド

回復 獣医師

2015年2月 ユーリカン ７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 顔面、耳介部に赤みと腫れ プレドニゾロン 回復 獣医師

2015年2月 アルファキサン Meiji Seikaファルマ株式会社 犬１４
猫１０

無呼吸、呼吸抑制、低血圧 記載なし 回復 使用成績

2014年12月 ピュアバックスＲＣＰ メリアル・ジャパン株式会社 猫２ くしゃみ、めやに、食欲低下 記載なし 回復 使用成績
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2014年11月 オンシオール錠5mg ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬２ 肝酵素上昇、斜頸、ふらつ
き、嘔吐

回復 使用成績

2014年11月 オンシオール錠20mg ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬 脱毛 回復 使用成績

2014年11月 アトピカ内用液 ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

猫８ 嘔吐、流涎、元気消失、食欲
不振

回復 使用成績

2014年11月 セボゾールシャンプー 共立製薬株式会社 犬４ 膿皮症、皮膚の掻痒、症状
悪化、鱗屑の増加

回復 使用成績

2014年11月 ゲストロン3000 共立製薬株式会社 牛２ 眼周囲腫脹、陰部腫脹 ラドン 回復 獣医師

2014年11月 ゲストロン3000 共立製薬株式会社 牛 流涎、発汗、眼周囲腫脹、陰
部腫脹

ラドン 回復 獣医師

2014年10月
コンフォティス錠140mg 日本イーライリリー株式会社 猫２ 嘔吐 回復 使用成績

2014年10月
コンフォティス錠270mg 日本イーライリリー株式会社 犬３ 嘔吐、下痢 回復 使用成績

2014年10月 ノビバックTRICAT 株式会社インターベット 猫 元気消失、嘔吐、掻痒 プレドニゾロン、ファモ
チジン

回復 獣医師

2014年10月 ユーリカン7 メリアル･ジャパン株式会
社

犬 ムーンフェイス プレドニゾロン 回復 獣医師

2014年9月
スパイロバック ゾエティス・ジャパン株式会社 牛６ 発熱、腫脹、硬結 回復 使用成績

2014年9月
バンガードＬ４ ゾエティス・ジャパン株式会社 犬２ パニック、食欲不振、元気消

失、局所反応
回復 使用成績

2014年9月
バンガード プラス５／ＣＶ－Ｌ
４

ゾエティス・ジャパン株式会社 犬１４ 皮膚湿疹、局所反応、元気
消失、食欲不振、嘔吐、下

回復 使用成績

2014年9月 ゲンタマイシン硫酸塩注射液
40mg（人用医薬品）

日医工株式会社 犬 へい死、腎不全、敗血症 死亡 獣医師

2014年7月 ステロップ 千寿製薬株式会社 犬１ 眼圧上昇 回復 使用成績
2014年6月 デュラミューンＭＸ５ 共立製薬株式会社 犬 眼瞼、口唇の腫れ、掻痒 プレドニゾロン、抗ヒスタミ

ン剤
回復 獣医師

2014年6月 デュラミューンＭＸ６ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹、嘔吐 プレドニゾロン、抗ヒスタミ
ン剤

回復 獣医師

2014年6月 セレニア錠160 ゾエティス・ジャパン株式会社 犬１ 流涎 回復 使用成績

2014年5月 フロセミド注２０ｍｇ「タイヨー」
（人用医薬品）

テバ製薬株式会社 犬 虚脱、呼吸停止、心停止 酸素吸入、ボスミン、心臓
マッサージ

死亡 獣医師

2014年5月 牛異常産ＡＣＡ混合不活化ワ
クチン“化血研”Ｎ

一般財団法人化学及血清療
法研究所

牛 眼瞼腫脹、外陰部腫脹、水
様性鼻汁、振せん

抗ヒスタミン薬 回復 獣医師
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2014年5月 デュラミューンＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹 プレドニゾロン、ジフェニル
ピラリン塩酸塩

回復 獣医師

2014年5月 日生研狂犬病ＴＣワクチン 日生研株式会社 犬 顔面発赤、全身発赤 強肝剤、ステロイド 回復 獣医師

2014年5月 日生研狂犬病ＴＣワクチン 日生研株式会社 犬 顔面腫脹 ステロイド、抗ヒスタミン剤 回復 業者

2014年5月 日生研狂犬病ＴＣワクチン 日生研株式会社 犬 顔面腫脹、内股発疹 ミノファーゲン、プレドニゾ
ロン

回復 業者

2014年4月 牛異常産ＡＣＡ混合不活化ワ
クチン“化血研”Ｎ
（同時接種）

一般財団法人化学及血清療
法研究所

牛 眼瞼腫脹、発咳、陰部充血、
丘疹少数、体温38.7℃

抗ヒスタミン剤投与 回復 獣医師

2014年4月 “京都微研”牛流行熱・イバラ
キ病混合不活化ワクチン
（同時接種）

株式会社微生物化学研究所 牛 眼瞼腫脹、発咳、陰部充血、
丘疹少数、体温38.7℃

抗ヒスタミン剤投与 回復 獣医師

2014年4月 ノビバックDHPPi 株式会社インターベット 犬 元気消失、食欲不振、発熱、
注射局所の腫脹・化膿

無処置 回復 業者

2014年4月 シンプリセフ ゾエティス・ジャパン株式会社 犬１ 嘔吐 回復 使用成績

2014年4月 “京都微研”牛流行熱・イバラ
キ病混合不活化ワクチン（同
時接種）

株式会社微生物化学研究所 牛 興奮状態、頚部皮膚肥厚、
顔面浮腫

補液、抗ヒスタミン剤投与 回復 獣医師

2014年4月 牛異常産ＡＣＡ混合不活化ワ
クチン“化血研”Ｎ（同時接

一般財団法人化学及血清療
法研究所

牛 興奮状態、頚部皮膚肥厚、
顔面浮腫

補液、抗ヒスタミン剤投与 回復 獣医師

2014年4月 ノビバックDHPPi 株式会社インターベット 犬 顔面浮腫、掻痒 プレドニゾロン 回復 業者

2014年4月 ノビバックDHPPi+L 株式会社インターベット 犬 顔面浮腫 プレドニゾロン 回復 業者

2014年3月 プロナミド錠５ｍｇ ＤＳファーマアニマルヘルス株
式会社

犬２ 元気消失、軟便 回復 使用成績

2014年3月 ノビバックDHＰＰｉ 株式会社インターベット 犬 顔面浮腫、掻痒 プレドニゾロン、レスタミン、
ラニチジン

回復 業者

2014年3月 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

犬１ 食欲低下、活力低下 回復 使用成績

2014年2月 ノビバックDHＰＰｉ+L 株式会社インターベット 犬 顔面浮腫、掻痒 プレドニゾロン、ジフェンヒ
ドラミン

回復 業者

2014年2月 ノビバックDHＰＰｉ+L 株式会社インターベット 犬 顔面浮腫、掻痒 プレドニゾロン、ジフェンヒ
ドラミン

回復 業者

2014年2月 ノビバックDHPPi 株式会社インターベット 犬 顔面浮腫、掻痒、呼吸促迫、
ふらつき

プレドニゾロン、ジフェンヒ
ドラミン

回復 業者
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2014年2月 インプロバック ゾエティス・ジャパン株式会社 豚 脱肛 回復 使用成績

2014年2月 カルトロフェン・ベット注射液 ＤＳファーマアニマルヘルス株
式会社

犬４ 嘔吐、元気消失、死亡、食欲
不振、皮膚症状、便症状

回復 使用成績

2014年2月 ノビバックDHPPi 株式会社インターベット 犬 一過性のショック、および顔
面腫脹

抗ヒスタミン剤、ステロイド 回復 獣医師

2014年1月 ノビバックDHPPi 株式会社インターベット 犬 顔面浮腫、嘔吐 プレドニゾロン、ラニチジ
ン、タベジール、ファモチジ
ン

回復 業者

2013年12月 アトピカ内用液 ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

猫１４ 嘔吐、元気消失、食欲不振、
軟便、下痢、流涎、皮膚細菌
感染症

記載なし 回復 使用成績

2013年12月 ピュアバックス　ＲＣＰ メリアル・ジャパン株式会社 猫３ くしゃみ、漿液生鼻汁、粒涙 記載なし 回復 使用成績
2013年12月 アドレスタン10mg 共立製薬株式会社 犬３ 肝酵素上昇2、Na/K比低下1 記載なし 回復 使用成績
2013年11月 デラミューン ＭＸ５ 共立製薬株式会社 犬 顔面浮腫 プレドニン、レスタミン 回復 獣医師

2013年11月 デラミューン ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹、腹部蕁麻疹 プレドニン、レスタミン 回復 獣医師

2013年11月 牛異常産ＡＫ・ＫＢ・ＡＮ混合
不活化ワクチン“化血研”

一般財団法人化学及血清療
法研究所

牛 流涙、眼瞼浮腫、外陰部腫
脹

無処置 回復 獣医師

2013年11月 牛異常産ＡＫ・ＫＢ・ＡＮ混合
不活化ワクチン“化血研”

一般財団法人化学及血清療
法研究所

牛 眼瞼浮腫、呼吸促迫
３３頭接種のうち1頭で発生

抗ヒスタミン剤 回復 獣医師

2013年11月 オンシオール錠5mg ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬 下痢 記載なし 回復 使用成績

2013年9月 ノビバックDHＰＰｉ 株式会社インターベット 犬 顔面浮腫、呼吸促迫 プレドニゾロン、ボスミン 回復 業者

2013年9月 ユーリカン ７ メリアル･ジャパン株式会社 犬 ムーンフェイス デキサメサゾン 回復 獣医師

2013年9月 フォアガルドCスポット 住化ライフテク 猫 流涎 記載なし 回復 使用成績

2013年9月 デラミューン ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 嘔吐、後躯ふらつき、元気消
失、可視粘膜蒼白、血圧低

エピネフリン、デキサメサゾ
ン、クロルフェニラジン、輸

プ

回復 獣医師

2013年8月 ノビバック ＰＵＰＰＹ ＤＰ 株式会社インターベット 犬３ 下痢、食欲低下、元気消失、
嘔吐、発熱

プレドニゾロン、インター
フェロン

回復 業者

2013年8月 モキシデック錠 ７．５ ゾエティス・ジャパン株式会社 犬 奇声、落ち着きのない状態 記載なし 回復 獣医師
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2013年7月 動物用ウェルメイト錠１００ MeijiSeikaファルマ株式会社 犬 アレルギー反応、発熱およ
び薬疹

記載なし 回復 業者

2013年7月 狂犬病TCワクチン「北研」 北里第一三共ワクチン株式会
社

犬 嘔吐 プレドニゾロン、レスミン、
セレニア

回復 業者

2013年7月 ステロップ 千寿製薬株式会社 犬３ 眼の違和感、眼刺激 投与中止 回復 使用成績

2013年7月 狂犬病TCワクチン「北研」 北里第一三共ワクチン株式会
社

犬 蕁麻疹、顔面腫脹 プレドニゾロン、レスミン皮
下注射、デカコード静注

回復 業者

2013年7月 狂犬病TCワクチン「北研」 北里第一三共ワクチン株式会
社

犬 顔面腫脹、掻痒、嘔吐 プレドニゾロン、レスミン皮
下注射

回復 業者

2013年7月 デュラミューン　ＭＸ６ 共立製薬株式会社 犬 注射部位の腫脹 記載なし 回復 使用成績

2013年6月 オンシオール2%注射液 ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬２ 発疹、掻痒、皮膚の潰瘍 記載なし 記載なし 使用成績

2013年6月 狂犬病TCワクチン「北研」 北里第一三共ワクチン株式会
社

犬 顔面腫脹、湿疹、努力性呼
吸

プレドニゾロン錠、プレドニ
ゾロン注

回復 業者

2013年6月 牛異常産AK・KB・AN混合不
活化ワクチン“化血研”

一般財団法人化学及血清療
法研究所

牛 流産
メーカー名不明

無処置 回復 業者

2013年6月 狂犬病TCワクチン「北研」 北里第一三共ワクチン株式会
社

犬 発熱、嘔吐 無処置 回復 業者

2013年6月 ノビバック　ＤＨＰＰi＋Ｌ 株式会社インターベット 犬 顔面掻痒、嘔吐
注射局所の疼痛

プレドニゾロン、ジフェンヒ
ドラミン

回復 業者

2013年6月 コルタバンス 株式会社ビルバックジャパン 犬５ 皮膚の紅斑、鱗屑、皮膚の
ひ薄化、好中球の増加、マ
ラセチア皮膚炎の再発

記載なし 回復 使用成績

2013年6月 セレニア錠１６ ファイザー株式会社 犬２ 原疾患の悪化、咳 記載なし 死亡1、回復
1

使用成績

2013年6月 セレニア錠２４ ファイザー株式会社 犬２ 原疾患の悪化、軟便 記載なし 改善1、未回
復1

使用成績

2013年6月 プラク－ティック ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬３ 尾追い行動、掻痒、顔面腫
脹

記載なし 記載なし 使用成績
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2013年5月 フェロバックス３ 共立製薬株式会社 猫 虚脱、呼吸促迫、軟便、脱糞
（粘膜便）

デキサメサゾン、ジフェンヒ
ドラミン

回復 獣医師

2013年5月 猫用ビルバゲンCRP 株式会社ビルバックジャパン 猫 接種部の脱毛と発赤 無処置 不明 獣医師

2013年5月 “京都微研”キャナインー６ 株式会社微生物化学研究所 犬 可視粘膜蒼白、嘔吐、元気
消失

ボスミン、プレドニゾロン 回復 獣医師

2013年5月 松研狂犬病TCワクチン 松研薬品工業株式会社 犬 接種部位跛行、足をつかな
い

プレドニゾロン、リマダイル 回復 獣医師

2013年5月 狂犬病TCワクチン「北研」 北里第一三共ワクチン株式会
社

犬 発熱、顔面腫脹 プレドニゾロン、パパリン
ディ、ポララミン

回復 業者

2013年4月 バンガードプラス　５／ＣＶ ファイザー株式会社 犬 過敏症、アレルギー反応、顔
面腫脹、掻痒

プレドニゾロン 回復 獣医師

2013年4月 “京都微研”牛流行熱・イバラ
キ病混合不活化ワクチン、
“京都微研”牛異常産３種混

株式会社微生物化学研究所 牛 発熱、眼瞼腫脹、起立不能
治療後回復
21頭中1頭で発生

補液、アドレナリン 回復 獣医師

2013年3月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 嘔吐、可視粘膜蒼白、脈圧
低下、虚脱、ショック

エピネフリン、デキサメサゾ
ン、クロルフェニラジン、輸
液、酸素吸入

回復 獣医師

2013年3月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 嘔吐、顔面腫脹 プレドニゾロン1mg/ｋｇ皮下 回復 獣医師

2013年3月 デュラミューン　ＭＸ５ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹、目、口周囲の腫
脹

ステロイド 回復 獣医師

2012年12月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹、全身発疹、痒み プレドニゾロン 回復 獣医師

2012年12月 ピュアバックスＲＣＰ メリアル・ジャパン株式会
社

猫９ 食欲低下、元気消失、ア
ナフィラキシー反応等

記載なし 回復８
治療中１

使用成績

2012年11月 オンシオール錠5mg ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬 下痢 記載なし 記載なし 使用成績

2012年11月 オンシオール錠20mg ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬 嘔吐 記載なし 記載なし 使用成績

2012年11月 猫用オンシオール錠6mg ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

猫 嘔吐 記載なし 記載なし 使用成績

2012年11月 猫用ミルベマックスフレー
バー錠

ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

猫 下痢 記載なし 記載なし 使用成績

2012年8月 フェロバックスFIV 北里第一三共ワクチン株式会
社

猫 元気・食欲の消失 記載なし 記載なし 使用成績
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2012年8月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 嘔吐、下痢 プレドニゾロン、シメチジン 回復 獣医師

2012年8月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 よろめき、アレルギー反応、
顔面腫脹、歩様動揺

プレドニゾロン 回復 獣医師

2012年7月 ジプロフィリン注300mg「エー
ザイ」（人体用）

エーザイ株式会社 犬 痙攣、散瞳、縮瞳、興奮、肺
水腫

死亡 獣医師

2012年7月 デュラミューン　ＭＸ６ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹、耳介、腹部発赤 回復 獣医師

2012年7月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 顔面・眼周囲の腫脹、発赤、
耳介部の発赤

回復 獣医師

2012年6月 コンベニア注 ファイザー株式会社 犬 下痢(１) 記載なし 記載なし 使用成績

2012年6月 プラク－ティック ノバルティス　アニマルヘルス
株式会社

犬 被毛変色(１)、掻痒(１) 記載なし 記載なし 使用成績

2012年6月 ユーリカン７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 ムーンフェイス(毎年発症） デキサメサゾン、ミノ
ファーゲンＣ

回復 獣医師

2012年6月 オンシオール2%注射液 ノバルティスアニマルヘルス
株式会社

犬１ 洞停止 記載なし 記載なし 使用成績

2012年4月 日生研狂犬病TCワクチン 日生研株式会社 犬 顔面腫脹、顔面浮腫 プレドニゾロン注 回復 獣医師

2012年4月 “京都微研”牛流行熱・イバラ
キ病混合不活化ワクチン
( 時接種）

株式会社微生物化学研究所 牛 眼瞼部・陰部の腫脹と流涙 解熱鎮痛剤 回復 獣医師

2012年4月 牛異常産AK・KB・AN混合不
活化ワクチン“化血研”
（ 時接種）

一般財団法人化学及血清療
法研究所

牛 眼瞼部・陰部の腫脹と流涙 解熱鎮痛剤 回復 獣医師

2012年4月 日生研狂犬病TCワクチン 日生研株式会社 犬 嘔吐
（投与後3時間～5時間に3
回）

デキサコート注、ラク
テック注、コンベニア
注、プレドニゾロン錠、
ストマルコンD錠

回復 獣医師

2012年4月 コンフォティス錠１４０ｍｇ 日本イーライリリー株式会社 犬 嘔吐（投与３時間後） 検便直接塗沫、デアバス
ター、マイトマックス
スーパー、ロイヤルカナ
ン

回復 獣医師

2012年4月 コンフォティス錠２７０ｍｇ 日本イーライリリー株式会社 犬 嘔吐（翌日に発見） ラクテック注、セレニア
注、セレニア錠

回復 獣医師

2012年4月 “京都微研”牛流行熱・イバラ
キ病混合不活化ワクチン
（ 時接種）

株式会社微生物化学研究所 牛 眼瞼部の腫脹、発汗 補液、アレルギー用剤 回復 獣医師

2012年4月 牛異常産AK・KB・AN混合不
活化ワクチン“化血研”
（同時接種）

一般財団法人化学及血清療
法研究所

牛 眼瞼部の腫脹、発汗 補液、アレルギー用剤 回復 獣医師
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2012年3月 プロナミド錠5mg 大日本住友製薬株式会社 嘔吐、トリグリセライドの上
昇

記載なし 記載なし 使用成績

2012年3月 インプロバック ファイザー株式会社 豚 呼吸症状 記載なし 記載なし 使用成績

2012年3月 デュラミューン　ＭＸ５ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹 プレドニゾロン、レスタミン 回復 獣医師

2012年3月 ユーリカン ７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 投与１時間後に嘔吐 プレドニゾロンP.O. 改善 獣医師

2012年3月 ユーリカン ７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 3時間15分後に両眼周囲の
炎症あり

プレドニゾロン投与 回復 獣医師

2012年2月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 口及び眼周囲の発赤、痒
み、腫脹（軽度）
投与後２～３時間後に発生

プレドニゾロン、抗ヒスタミ
ン剤投与

回復 獣医師

2012年1月 バンガードプラス　５／ＣＶ－
Ｌ

ファイザー株式会社 犬 注射部位の痛み、腫脹は軽
度

プレドニゾロン筋注 回復 獣医師

2011年12月 アドレスタン10mg 共立製薬株式会社 犬 血清カリウム値の上昇(2)、
貧血(1)、食欲不振(1)、元気
消失(1)、嘔吐(1)、下痢(1).食
欲低下(1)

記載なし 記載なし 使用成績

2011年12月 ピュアバックス　ＲＣＰ メリアル・ジャパン株式会社 猫 振戦(１)、食欲不振(１) 記載なし 記載なし 使用成績

2011年11月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 眼周囲腫脹、発赤、痒み プレドニゾロン投与 回復 獣医師

2011年11月 バンガードプラス　５／ＣＶ－
Ｌ

ファイザー株式会社 犬 投与してから1時間くらい
たってから、目、口周囲の腫
脹（ムーンフェイス）

ステロイド剤投与 経過観察中 獣医師

2011年11月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 眼周囲腫脹、発赤、痒み プレドニゾロン投与 回復 獣医師

2011年10月 “京都微研”フィライン－６ 株式会社　微生物化学研究
所

猫 食欲不振、元気消失、発熱、
関節痛の再発

補液、抗生剤、鎮痛薬 経過観察中 獣医師
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2011年10月 デュラミューン　ＭＸ６ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹・発赤・痒み、
眼周囲腫脹・発赤・痒み

皮下点滴、ミノファゲ
ン、ハイスタミン

回復 獣医師

2011年9月 フォアガルドCスポット 住化ライフテク 猫 軽度の元気消失(1) 記載なし 記載なし 使用成績

2011年8月 フェロバックスFIV 北里第一三共ワクチン株式会
社

猫６ 発熱、元気･食欲なし、嘔
吐、元気消失、耳の発赤と
痒み、頸部皮下腫瘤、元気
と食欲の低下

記載なし 記載なし 使用成績

2011年8月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 眼周囲発赤、痒み プレドニゾロン投与 回復 獣医師

2011年7月 ステロップ 千寿製薬株式会社 犬 角膜沈着物（１)、眼脂(１) 記載なし 記載なし 使用成績

2011年7月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 可視粘膜蒼白、嘔吐、元気
消失

ボスミン投与、アトロピン投
与、デキサメサゾン投与、
静脈留置補液

回復 獣医師

2011年7月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 元気消失、可視粘膜蒼白 ボスミン投与、アトロピン投
与、静脈留置補液

回復 獣医師

2011年7月 プラク－ティック ノバルティス　アニマルヘルス
株式会社

犬 嘔吐（２）、被毛変色（１）、食
欲不振（１）、流涎（１）

記載なし 記載なし 使用成績

2011年7月 デュラミューン　ＭＸ６ 共立製薬株式会社 犬 振せん,顔面腫脹,陰部の腫
脹,掻痒

プレドニゾロン　ニチファー
ゲン　マレイン酸クロルフェ
ニラミンの静脈投与　生理

回復 獣医師

2011年7月 コンベニア注 ファイザー株式会社 犬２
猫１

注射時疼痛 記載なし 記載なし 使用成績

2011年7月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 可視粘膜蒼白、嘔吐、元気
消失

ボスミン投与、プレドニゾロ
ン投与、アトロピン投与、静
脈留置補液

回復 獣医師

2011年5月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹、嘔吐 無処置 回復 獣医師

2011年5月 ユーリカン ７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 嘔吐とムーンフェイス プレドニゾロン内服薬投与 回復 獣医師

2011年4月 ユーリカン ７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 ムーンフェイス プレドニゾロン内服薬投与
とMinoC S.C

回復 獣医師

2011年4月 デュラミューン　ＭＸ６ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹、湿疹 プレドニゾロン 改善 獣医師
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2011年4月 バンガードプラス　５／ＣＶ－
Ｌ

ファイザー株式会社 犬 注射部位の腫脹、下痢（血
便）、食欲不振

抗生剤＋ステロイド投与、
整腸剤・抗生剤処方

回復 獣医師

2011年4月 バンガードプラス　５／ＣＶ－
Ｌ

ファイザー株式会社 犬 注射部位の腫脹、疼痛、腸
蠕動更新

ステロイド剤投与、整腸剤
処方

経過観察中 獣医師

2011年4月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 ふるえ、軟便、元気消失、注
射局部の腫脹（疼痛無し）

整腸剤、ステロイド剤投与 経過観察中 獣医師

2011年3月 リターガードLT-C ファイザー株式会社 豚 食欲不振（２）、接種反応：軽
度（４３）、中程度（４）

記載なし 記載なし 使用成績

2011年3月 ドロンタールプラス錠 バイエル薬品株式会社 犬 興奮　発熱（40.0℃） 抗生剤　抗炎症薬（プレド
ニゾンロン）

回復 獣医師

2011年3月 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

犬１ 死亡 記載なし 記載なし 使用成績

2011年3月 アトピカ１０ｍｇカプセル
アトピカ２５ｍｇカプセル
アトピカ５０ｍｇカプセル
アトピカ1１００ｍｇカプセル

ノバルティス　アニマルヘルス
株式会社

犬１４ 軟便（５）、嘔吐（３）、下痢
（３）、
食欲不振（１）、元気消失
（１）、
チック様症状（１）

記載なし 記載なし 使用成績

2011年2月 カルトロフェン・ベット注射液 ＤＳファーマアニマルヘルス株
式会社

犬１ 頻回嘔吐、食欲廃絶、軟血
便

記載なし 記載なし 使用成績

2011年2月 リニシールドTX4 ノバルティス　アニマルヘルス
株式会社

豚１ 投与部位腫脹 記載なし 記載なし 使用成績

2011年2月 リレキシペット錠75
リレキシペット錠300
リレキシペット錠600

株式会社ビルバックジャパン 犬３ 軟便/下痢（１）、軟便（２） 記載なし 記載なし 使用成績

2010年12月 “京都微研”キャナイン－６Ⅱ 株式会社　微生物化学研究
所

犬 アナフィラキシー反応 プレドニゾロン 回復 獣医師

2010年11月 プリッド　テイゾー あすか製薬株式会社 牛１ 膣炎 記載なし 記載なし 使用成績

2010年11月 エクイバラン　ゴールド メリアル・ジャパン株式会社 馬３ 頸部蕁麻疹（２）、疝痛（１） 記載なし 記載なし 使用成績

2010年10月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 ムーンフェイス ステロイド及び抗ヒスタミン
剤の投与

改善 獣医師

2010年10月 フェロバックスＦＩＶ 学校法人　北里研究所 猫 呼吸速泊、ふるえ、下痢・嘔
吐、低体温(37.4度)

デキサメサゾン、ブスコパ
ン（人体薬）

回復 獣医師

2010年10月 バンガードプラス　５／ＣＶ ファイザー株式会社 犬 アナフィラキシーショック デキサメサゾン、ジフェンヒ
ドラミン、エピネフリン、静
脈点滴

回復 獣医師
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2010年10月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 顔面腫脹 プレドニゾロン、レスタミン 治療中 獣医師

2010年10月 レスピシュア  ワン ファイザー株式会社 人 腕にアザ（投与時、投与
者本人の腕に注射針が刺
さったため）

消毒 治療中 業者

2010年9月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 粘膜蒼白 エピネフリン静脈投与、輸
液、デキサメサゾン投与

回復 獣医師

2010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 へい死（よろめき） 記載なし 記載なし 使用成績

2010年9月 フォアガルドCスポット 住化ライフテク株式会社 猫 脱毛５、脱毛・発赤１ 記載なし 記載なし 使用成績

2010年9月 ユーリカン　７ メリアル・ジャパン株式会社 犬 ムーンフェイス プレドニゾロン皮下注 回復 獣医師

2010年8月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 ムーンフェイス、発赤、痒み ステロイド及び抗ヒスタミン
剤の投与

改善 獣医師

2010年8月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 蕁麻疹（顔面、目の周囲の
腫脹）、頸部発疹

プレドニゾロン投与 回復 獣医師

2010年8月 ゼナキル錠25
ゼナキル錠50
ゼナキル錠100

ファイザー株式会社 犬１
猫３

犬：下痢(1例)
猫：元気・食欲不振(2例)，嘔
吐(1例)

記載なし 記載なし 使用成績

2010年8月 フェロバックスFIV 学校法人　北里研究所 猫２ 耳介皮膚辺縁の発赤(1)、猫
頚背部の脱毛(1)

記載なし 記載なし 使用成績

2010年8月 インタードッグ 東レ株式会社 犬 軟便(5)、食欲減退(15)、元
気減退(10)、嘔吐(11)、下痢
(2)、そう痒増加(2)、発赤(1)、
熱感(1)、低血糖性痙攣(1)、
呼吸速迫(1)、起立不全(1)

記載なし 記載なし 使用成績

2010年8月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 ムーンフェイス、嘔吐
（血混）、嘔吐

対症療法 回復 獣医師

2010年8月 デュラミューン　ＭＸ８ 共立製薬株式会社 犬 嘔吐、可視粘膜蒼白 ボスミン、デキサメサゾン
静注。輸液

回復 獣医師
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