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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

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
合不活化ワクチン

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 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

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 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 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 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 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 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 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

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

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

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
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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

デキサコート注、ラク
テック注、コンベニア
注 プ ド ゾ 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

パ イヤ カ

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

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

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

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
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

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 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　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
食塩水　点滴投与

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 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 接種5時間後に顔面腫脹、
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 5/4の晩にワクチン接種し、
翌日のお昼から嘔吐とムー
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 接種後2時間でムーンフェイ
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
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
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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）、

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 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

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 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 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 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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