
想定規模
およそ1000人の地域の避難所（5か所程度）へ支援
に行き、300人程度を診察、1人あたり最大3日分処
方する状況の1週間を想定

季節
春や秋を想定（梅雨および冬期の対応には配慮が必
要）

時間

緊急時である発災から2週間前後は、余裕がなけれ
ば全員に対して通常時のような手厚い処方体制は必
ずしも必要ない（例：いつもの高血圧薬が欲しいな
ど）

Ｂ 精神科セット

Ｃ 小児科セット

E 緊急処置用リスト
現場で迅速に処置が必要な患者を病院へ搬入するまでに使用す
ることを想定

ＪＭＡＴ携行医薬品　コンセプト
携帯する薬剤選定に問われる必須４項目
(1)大多数の医療従事者が知っていて扱いやすいこと
(2)値段が安価であること
(3)流通上のフローとストックで確保しやすいこと
(4)JMAT携行資器材や資料で活動ができること

Ａ 成人基本セット

これは日本精神科病院協会の一例を参考にしたものであって、
薬剤の種類および数量は各自で変更調整する必要がある。精神
科専門ではないＪＭＡＴが処方する場合を想定している。

Ｄ 産婦人科セット
妊婦緊急搬送キット

緊急避妊薬

成人基本セットリストと同様の状況を想定。小児科専門ではな
いＪＭＡＴが処方する場合を想定している。



Ａ：成人基本

薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例

Ａ 1 抗菌薬 Ｂ-ラクタマーゼ阻害薬配合剤
アモキシシリン水和物・クラブラン酸
カリウム配合（2：1）

オーグメンチン配合錠250RS

Ａ 2 抗菌薬 経口用第三世代セフェム系薬 セフジニル セフゾン　（100mg)

Ａ 3 抗菌薬 マクロライド系薬（15員環薬） アジスロマイシン水和物 ジスロマック

Ａ 4 抗菌薬 ニューキノロン系薬 レボフロキサシン水和物 クラビット500mg

Ａ 5 抗菌薬 ニューキノロン系薬 レボフロキサシン水和物 クラビット点眼（１．５％）

Ａ 6 抗菌薬 経口用第一世代セフェム系薬 セファクロル ケフラールカプセル250mg

Ａ 7 抗菌薬 経口用第三世代セフェム系薬 セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 フロモックス錠100mg

Ａ 8 抗菌薬 経口用第三世代セフェム系薬 セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 フロモックス細粒100mg

Ａ 9 抗菌薬 注射用第一世代セフェム系薬 セフメタゾールナトリウム セフメタゾン点滴静注1gキット

Ａ 10 抗菌薬 複合ペニシリン系薬 アンピシリン・クロキサシリン（１：１） ビクシリンＳ錠250mg

Ａ 11 抗菌薬 アミノグリコシド系薬（抗緑膿菌作用（-）） フラジオマイシン硫酸塩 ソフラチュール貼付剤10cmx10cm

Ａ 12 抗ウイルス 抗ヘルペスウイルス薬 アシクロビル ゾビラックス軟膏

Ａ 13 抗ウイルス 抗ヘルペスウイルス薬 バラシクロビル塩酸塩 バルトレックス錠500

Ａ 14 抗ウイルス 抗インフルエンザウイルス薬（ノイラミニダーゼ阻害薬） オセルタミビルリン酸塩 タミフル

Ａ 15 抗ウイルス 抗インフルエンザウイルス薬（ノイラミニダーゼ阻害薬）
ラニナミビルオクタン酸エステル水和
物

イナビル

Ａ 16 抗真菌薬 深在性・表在性抗真菌薬（アリルアミン系） テルビナフィン塩酸塩 ラミシール外用液

Ａ 17 抗真菌薬 深在性・表在性抗真菌薬（アリルアミン系） テルビナフィン塩酸塩 ラミシールクリーム

Ａ 18 消毒薬 中水準(ハロゲン化合物（ヨウ素系）製剤） ポビドンヨード イソジンガーグル液７％

Ａ 19 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド（主として全身投与用） プレドニゾロン プレドニゾロン５ｍｇ

Ａ 20 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド（主として全身投与用） ベタメタゾン リンデロン0.5mg

Ａ 21 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド（主として全身投与用）
ｄ‐クロルフェニラミンマレイン塩酸・
ベタメタゾン配合

セレスタミン配合錠

Ａ 22 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド外用剤（ベリーストロング） ベタメタゾン吉草酸エステル リンデロンVG　５ｇ

Ａ 23 鎮痛薬 アセトアミノフェン アセトアミノフェン カロナール200mg
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Ａ：成人基本

薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例

 ＪＭＡＴ携行医薬品リスト Ver.2.0　2019年12月

リスト

Ａ 24 鎮痛薬 アセトアミノフェン配合剤 配合剤（アセトアミノフェン配合剤） ＰＬ

Ａ 25 鎮痛薬 ＮＳＡＩＤｓ（プロピオン酸系） ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニン

Ａ 26 鎮痛薬 ＮＳＡＩＤｓ（プロピオン酸系） ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニンテープ100mg

Ａ 27 鎮痛薬 経皮用剤 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンSR、ボルタレン錠２５mg

Ａ 28 鎮痛薬 経皮用剤 ケトプロフェン モーラス　パップ３０mg　６枚入り

Ａ 29 鎮痛薬 経皮用剤 ケトプロフェン モーラス　テープ２０mg　７枚入り

Ａ 30 鎮痛薬 経皮用剤 インドメタシン インテバンクリーム1％

Ａ 31 抗アレルギー薬 Ｈ1受容体拮抗薬(第二世代） オロパタジン塩酸塩 アレロックOD５

Ａ 32 抗アレルギー薬 Ｈ1受容体拮抗薬(第一世代）（フェノチアジン系） プロメタジン ピレチア、ヒベルナ

Ａ 33 抗アレルギー薬 Ｈ1受容体拮抗薬(第一世代）（ピペラジン系） ヒドロキシジン アタラックス-P注射液(25mg/ml)

Ａ 34 抗アレルギー薬 Ｈ1受容体拮抗薬(第二世代） フェキソフェナジン アレグラ錠30mg

Ａ 35 糖尿病治療薬 スルホニル尿素（ＳＵ）類(第三世代） グリメピリド アマリール1mg

Ａ 36 糖尿病治療薬 αグルコシターゼ阻害薬（αＧＩ） ボグリボース ベイスン錠0.2

Ａ 37 糖尿病治療薬 ビグアナイド類 メトホルミン メトホルミン錠250mg

Ａ 38 糖尿病治療薬 チアゾリン誘導体 ピオグリタゾン塩酸塩 アクトスOD錠15mg

Ａ 39 甲状腺疾患治療薬 甲状腺ホルモン製剤
レボチロキシンナトリウム（Ｔ４）水和
物

チラーヂンS　（５０μg又は２５μg）

Ａ 40 ビタミン製剤 混合ビタミンＢ群 Ｂ１．Ｂ２．Ｂ12混合 ビタメジン配合カプセル25

Ａ 41 止血薬 抗プラスミン薬 トラネキサム酸 トランサミン250mg

Ａ 42 抗血栓薬 クマリン系薬 ワルファリンカリウム ワーファリン1mg

Ａ 43 抗血栓薬 ＤＯＡＣ（Xa直接阻害） エドキサバントシル酸塩水和物 リクシアナ30mgOD

Ａ 44 抗血栓薬 抗血小板薬 チクロピジン塩酸塩 パナルジン

Ａ 45 抗血栓薬 抗血小板薬 アセチルサリチル酸（アスピリン） アスピリン（１００ｍｇ）

Ａ 46 降圧薬 Ｋ保持性利尿薬 スピロノラクトン アルダクトンＡ（２５mg）

Ａ 47 降圧薬 αβ遮断薬 カルベジロール アーチスト１０ｍｇ
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薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例
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Ａ 48 降圧薬 Ｃａ拮抗薬（ジヒドロピリジン系） アムロジピンベシル酸塩 アムロジンOD

Ａ 49 降圧薬 Ｃａ拮抗薬（ジヒドロピリジン系） エナラプリルマレイン酸塩 レニベース錠5

Ａ 50 降圧薬 アンジオテンシンⅡ（ＡⅡ）受容体拮抗体（ＡＲＢ） バルサルタン ディオバン４０ｍｇ

Ａ 51 狭心症治療薬 硝酸薬 硝酸イソソルビド ニトロール

Ａ 52 狭心症治療薬 硝酸薬 硝酸イソソルビド徐放剤 フランドルテープ

Ａ 53 狭心症治療薬 ニトログリセリン ニトログリセリン ニトロペン舌下錠0.3ｍｇ

Ａ 54 狭心症治療薬 ニトログリセリン貼付薬 ニトログリセリン貼付薬 ミリステープ貼付剤5mg

Ａ 55 抗不整脈薬 Ｃａ拮抗薬（クラスⅣ群） ベラパミル塩酸塩 ワソラン錠40mg

Ａ 56 利尿薬 ループ利尿薬 フロセミド ラシックス錠２０ｍｇ

Ａ 57 利尿薬 ループ利尿薬 フロセミド フロセミド注20mgシリンジ

Ａ 58 気管支拡張薬 β2刺激薬 ツロブテロール ホクナリンテープ2mg

Ａ 59 気管支拡張薬 β2刺激薬 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチンエア

Ａ 60 気管支拡張薬 テオフィリン薬（キサンチン誘導体） テオフィリン徐放剤 テオドール２００ｍｇ

Ａ 61 気管支喘息治療薬 吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤
サルメトロールキシナホ酸塩・フルチ
カゾンプピオン酸エステル配合

アドエア250ディスカス28吸入用

Ａ 62 気管支喘息治療薬 β2刺激薬（ＳＡＢＡ） サルブタモール硫酸塩
サルタノールインヘラー（1噴霧あたり
100μg）

Ａ 63 気管支喘息治療薬 吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤
ブデソニド／ホルモテロールフマル
酸塩水和物

シムビコートタービュヘイラー

Ａ 64 鎮咳薬 中枢性麻薬性鎮咳薬 コデインリン酸塩水和物
コデインリン酸塩 １％、10％、5mg錠、
20mg錠

Ａ 65 鎮咳薬 中枢性非麻薬性鎮咳薬
デキストロメルファン臭化水素酸塩
水和物

メジコン

Ａ 66 鎮咳薬 中枢性非麻薬性鎮咳薬 チペピジンヒベンズ酸塩 アスベリン錠10mg

Ａ 67 去痰薬 気道粘液修復薬 カルボシステイン ムコダイン２５０ｍｇ

Ａ 68 去痰薬 気道潤滑薬 アンブロキソール塩酸塩 ムコソルバン錠15mg
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薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例
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Ａ 69 胃腸機能調整薬 ドパミン受容体拮抗薬 メトクロプラミド プリンペラン

Ａ 70 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬 ランソプラゾール タケプロンOD１５ｍｇ

Ａ 71 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 ファモチジン ガスターD１０ｍｇ

Ａ 72 消化性潰瘍治療薬 四級アンモニウム塩合性抗コリン薬 ブチルスコポラミン臭化物 ブスコパン10mg

Ａ 73 消化性潰瘍治療薬 四級アンモニウム塩合性抗コリン薬 ブチルスコポラミン臭化物 ブスコパン注20mgシリンジ

Ａ 74 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 レバミピド ムコスタ

Ａ 75 腸疾患治療薬 腸運動抑制薬 ロペラミド塩酸塩 ロペミン

Ａ 76 腸疾患治療薬 活性生菌製剤 耐性乳酸菌 エンテロノン-Ｒ

Ａ 77 腸疾患治療薬 消化管ガス駆除薬 ジメチコン ガスコン錠

Ａ 78 痔疾患 肉芽形成促進薬 大腸菌死菌 ボステリザン

Ａ 79 痔疾患 肉芽形成促進薬 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合 強力ポステリザン軟膏

Ａ 80 瀉下剤 塩類下剤 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム

Ａ 81 瀉下剤 大腸刺激性下剤 センノシド プルゼニド

Ａ 82 瀉下剤 大腸刺激性下剤 ピコスルファートナトリウム水和物 ラキソベロン内用液0.75％

Ａ 83 浣腸剤 グリセリン グリセリン浣腸剤60mL

Ａ 84 抗てんかん薬 ヒダントイン系薬 フェニトイン アレビアチン錠１００ｍｇ

Ａ 85 抗てんかん薬 イミノスチルベン系薬 カルバマゼピン テグレトール（２００mg）

Ａ 86 抗てんかん薬 分枝脂肪酸系薬 バルプロ酸ナトリウム デパケンR１００ｍｇ

Ａ 87 抗てんかん薬 ピロリドン誘導体 レベチラセタム イーケプラ注

Ａ 88 抗てんかん薬 ピロリドン誘導体 レベチラセタム イーケプラ錠250㎎

Ａ 89 鎮暈薬 抗めまい薬（狭義） ベタヒスチンメシル酸塩 メリスロン錠６mg

Ａ 90 麻酔薬 局所麻酔薬（アミド型） リドカイン塩酸塩 キシロカインゼリー

Ａ 91 眼科用剤 副腎皮質ステロイド フルオロメトロン フルメトロン点眼（０．０２％）

Ａ 92 眼科用剤 抗アレルギー薬 ケトチフェンフマル酸塩 ザジテン点眼液0.05％
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薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例
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Ａ 93 眼科用剤 抗アレルギー薬 オロパタジン塩酸塩 パタノール点眼液

Ａ 94 耳鼻咽喉科用剤 血管収縮薬
塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロ
ン配合

コールタイジン点鼻液

Ａ 95 皮膚科用剤 鎮痒薬 クロタミトン オイラックス軟膏

Ａ 96 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 アズレン アズノール軟膏

Ａ 97 口腔用剤 殺菌消毒薬含有トローチ デカリニウム塩化物 SPトローチ

Ａ 98 口腔用剤 口内炎等治療薬 トリアムシノロンアセトニド ケナログ軟膏　５ｇ

Ａ 99 漢方薬 漢方薬 葛根湯 葛根湯（ツムラ）

Ａ 100 痛風・高尿酸血症治療薬 尿酸生成抑制薬 アロプリノール ザイロリック錠100mg



Ｂ：精神科

薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例

Ｂ 1 抗精神病薬 フェノチアジン系抗精神病薬（プロピル側鎖） レボメプロマジン ヒルナミン

Ｂ 2 抗精神病薬 フェノチアジン系抗精神病薬（プロピル側鎖） レボメプロマジン ヒルナミン筋注

Ｂ 3 抗精神病薬 プチロフェノン系抗精神病薬 ハロペリドール セレネース

Ｂ 4 抗精神病薬 プチロフェノン系抗精神病薬 ハロペリドール セレネース注

Ｂ 5 抗精神病薬 プチロフェノン系抗精神病薬 ハロペリドール・デポ剤 ハロマンス

Ｂ 6 抗精神病薬 セロトニン・ドパミン遮断薬（ＳＤＡ） リスペリドン リスパダール

Ｂ 7 抗精神病薬 多元受容体作用抗精神病薬（ＭＡＲＴＡ） オランザピン ジプレキサ

Ｂ 8 抗うつ薬 三環系抗うつ薬 クロミプラミン アナフラニール

Ｂ 9 抗うつ薬 三環系抗うつ薬 アモキサピン アモキサン

Ｂ 10 抗うつ薬 選択的セロトニン再取込み阻害薬（ＳＳＲＩ） エスシタロプラム レクサプロ

Ｂ 11 抗うつ薬 セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬（ＳＮＲＩ） ミルナシプラン トレドミン

Ｂ 12 気分安定薬 気分安定薬 炭酸リチウム リーマス

Ｂ 13 抗不安薬 ベンゾジアゼピン（チエノジアゼピン）系抗不安薬（短時間型） エチゾラム デパス

Ｂ 14 抗不安薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬（長時間型） ジアゼパム セルシン錠

Ｂ 15 抗不安薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬（長時間型） ジアゼパム セルシンシロップ

Ｂ 16 抗不安薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬（長時間型） ジアゼパム セルシン注射液

Ｂ 17 睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬（超短時間型） トリアゾラム ハルシオン

Ｂ 18 睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬（中間型） フルニトラゼパム サイレース

Ｂ 19 睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬（中間型） ニトラゼパム ベンザリン

Ｂ 20 睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬（短時間型） プロチゾラム レンドルミンＤ錠0.25mg

Ｂ 21 睡眠薬 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬（超短時間型） ゾルピデム マイスリー

Ｂ 22 抗てんかん薬 バルビツール酸系薬 フェノバルビタール フェノバール

Ｂ 23 抗てんかん薬 バルビツール酸系薬 フェノバルビタール フェノバール注射液

Ｂ 24 抗てんかん薬 ヒダントイン系薬配合 フェニトイン アレビアチン、ヒダントール

Ｂ 25 抗てんかん薬 アセチル尿素系薬 クロナゼパム リボトリール
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Ｂ：精神科

薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例
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Ｂ 26 抗てんかん薬 ベンゾジアゼピン系薬 ジアゼパム ダイアップ坐剤６㎎

Ｂ 27 抗てんかん薬 分枝脂肪酸系薬 バルプロ酸ナトリウム デパケン細粒40％

Ｂ 28 抗てんかん薬 分枝脂肪酸系薬 バルプロ酸ナトリウム デパケンシロップ

Ｂ 29 抗てんかん薬 分枝脂肪酸系薬 バルプロ酸ナトリウム デパケンＲ

Ｂ 30 パーキンソン病治療薬 副交感神経遮断（抗コリン）薬 ビペリデン アキネトン

Ｂ 31 抗認知症薬 抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬） ドネペジル アリセプトＯＤ錠

Ｂ 32 抗認知症薬 抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬） イクセロン イクセロン（パッチ）

Ｂ 33 麻薬および類似薬 ベンゾモルファン系オピオイド（非麻薬） ペンタゾシン ペンタジン注射液15mg

Ｂ 34 漢方薬 漢方薬 抑肝散 抑肝散（漢方）



Ｃ：小児科　

薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例

Ｃ 1 抗菌薬 経口用第三世代セフェム系薬 セフジトレン　ピポキシル 小児メイアクト１０％

Ｃ 2 抗菌薬 マクロライド系薬（14員環薬） クラリスロマイシン 小児クラリスドライシロップ１０％

Ｃ 3 抗菌薬 経口用第一世代セフェム系薬 セファクロル ケフラール細粒小児用100mg

Ｃ 4 抗ウイルス 抗インフルエンザウイルス薬（ノイラミニダーゼ阻害薬） オセルタミビルリン酸塩 タミフルドライシロップ３％

Ｃ 5 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド ベタメタゾン リンデロン散またはシロップ

Ｃ 6 鎮痛薬 アセトアミノフェン アセトアミノフェン アンヒバ１００ｍｇ

Ｃ 7 鎮痛薬 アセトアミノフェン アセトアミノフェン カロナール細粒２０％

Ｃ 8 抗アレルギー薬 Ｈ1受容体拮抗薬(第一世代）（プロピルアミン系） dクロルフェニラミン ポララミン

Ｃ 9 抗アレルギー薬 Ｈ1受容体拮抗薬 エピナスチン塩酸塩 アレジオンドライシロップ

Ｃ 10 気管支拡張薬 β2刺激薬 ツロブテロール ホクナリンテープ１ｍｇ

Ｃ 11 鎮咳薬 中枢性非麻薬性鎮咳薬 チペピジンヒベンズ酸塩 アスベリン

Ｃ 12 去痰薬 気道粘液修復薬 カルボシステイン ムコダイン

Ｃ 13 制吐剤 ドパミン受容体拮抗薬 ドンペリドン ナウゼリン１０ｍｇ

Ｃ 14 腸疾患治療薬 活性生菌製剤 ビフィズス菌 ラックビー

Ｃ 15 抗てんかん薬 分枝脂肪酸系薬 バルプロ酸ナトリウム デパケンシロップ
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Ｄ：妊婦緊急搬送用　

薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例

Ｄ 1 妊婦緊急搬送 子宮収縮抑制薬 リトドリン塩酸塩 ウテメリン注（50mg5mL）

Ｄ 2 妊婦緊急搬送 ステロイド(注射) ベタメタゾン リンデロン0.4%4mg注

Ｄ 3 緊急避妊薬 女性ホルモン製剤 レボノルゲストレル ノルレボ
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・妊婦緊急搬送時
　＜36週未満である事が予想される場合＞
　　リトドリン塩酸塩による子宮収縮抑制
　　⇒5%ブドウ糖液500ml＋ウテメリン注（50mg）1Aを30ml/時で持続点滴を行いながら搬送
　　　　輸液セットが必要（JMAT携行資器材リストを参照）
　＜22週以上34週未満が予想される場合＞
　　ベタメタゾンによる胎児の肺成熟促進
　　⇒リンデロン注（4mg）3Aを筋注し搬送

・緊急避妊薬（アフターピル）
　72時間以内に服用。必要に応じ警察への相談やカウンセリングを考慮



Ｅ：緊急処置用

薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例

Ｅ 1 緊急用薬剤 アナフィラキシー アドレナリン（エピネフリン） エピペン

Ｅ 2 緊急用薬剤 アナフィラキシー ステロイド（注射）
ソルコーテフ500mgまたはソルメドロー
ル125mgの静注。またコハク酸過敏症を
疑う場合はデカドロン8mg静注を考慮。

Ｅ 3 緊急用薬剤 アナフィラキシー Ｈ1受容体拮抗薬 アタラックス-P注射液　など

Ｅ 4 緊急用薬剤 アナフィラキシー Ｈ2受容体拮抗薬 ファモチジン　など

Ｅ 5 緊急用薬剤 アナフィラキシー ステロイド・好Ｈ1受容体拮抗薬配合 セレスタミン配合錠　など

Ｅ 6 緊急用薬剤 蘇生 アドレナリン（エピネフリン） アドレナリン、ボスミン　1mg1mL

Ｅ 7 緊急用薬剤 蘇生 アトロピン硫酸塩 アトロピン硫酸塩、アトロピン注

Ｅ 8 緊急用薬剤 蘇生 抗不整脈薬 ワソラン錠　など

Ｅ 9 緊急用薬剤 ショック ドパミン塩酸塩 イノバン等

Ｅ 10 緊急用薬剤 1型糖尿病 ヒトイソフェンインスリン ノボリンN、ヒューマリンN

Ｅ 11 緊急用薬剤 1型糖尿病 ブドウ糖液 大塚糖液など

Ｅ 12 緊急用薬剤 緑内障 ラタノプロスト　など キサランタン点眼薬　など

Ｅ 13 緊急用薬剤 緑内障 Ｄ－マンニトール マンニットール

Ｅ 14 緊急用薬剤 喘息発作（β2刺激薬） サルブタモール硫酸塩　など ペネトリン　など

Ｅ 15 緊急用薬剤 喘息発作（気道分泌促進薬） ブロムヘキシン ビソルボン吸入液

Ｅ 16 緊急用薬剤 喘息発作（気管支拡張） テオフィリン　など テオドール　など

Ｅ 17 緊急用薬剤 てんかん・痙攣

Ｅ 18 緊急用薬剤 切迫早産・陣痛

Ｅ 19 緊急用薬剤 高カリウム血症 炭酸水素ナトリウム メイロン注　など

Ｅ 20 緊急用薬剤 高カリウム血症 グルコン酸カルシウム カルチコール注

Ｅ 21 緊急用薬剤 高カリウム血症 ポリスチレンスルホン酸カルシウム カリメート、アーガメイトゼリー　など

Ｅ 22 緊急用薬剤 心不全 フロセミド ラシックス

Ｅ 23 緊急用薬剤 狭心症 ニトログリセリン ミオコールスプレー　など
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B参照

Ｄ参照



Ｅ：緊急処置用

薬効分類１ 薬効分類２ 一般名（有効成分） 製品例
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Ｅ 24 緊急用薬剤 急性心筋梗塞 抗血小板薬 アスピリン、パナルジン　など

Ｅ 25 緊急用薬剤 ネフローゼ症候群 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウムサクシゾン注射用100mg

Ｅ 26 緊急用薬剤 鎮静剤 ジアゼパム セルシン注

Ｅ 27 緊急用薬剤 鎮静剤 ミダゾラム ドルミカム

Ｅ 28 緊急用薬剤 外傷処置 リドカイン塩酸塩 キシロカイン注射液など

Ｅ 29 緊急用薬剤 外傷処置 リドカイン・プロピトカイン配合 エムラクリーム

Ｅ 30 緊急用薬剤 その他
破傷風トキソイド、インフルエンザワクチンなど、その時の被災地の状況に応
じて考慮


