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神経系に作用する薬剤

01　麻酔薬

0101　局所麻酔薬（エステル型）
 

（アミノ安息香酸エチル）

‛アミノ安息香酸エチル軟膏10%
「マルイシ」� あぬ

Ethyl aminobenzoate 10%500g/瓶

 〔丸石〕

〔薬価〕2.29円/g

【効】次の疾患における鎮痛・鎮痒：外

傷，熱傷，日焼け，皮膚潰瘍，そう痒

症，痔疾

【用】（外）適宜患部に使用

【禁】本剤に対し過敏症

�����������������

（プロカイン塩酸塩）

‛ロカイン注1%� おぴ
Rocain  〔扶桑〕

〔薬価〕92.00円/A

【効】伝達麻酔

【用】（注）10 ～ 400㎎を使用．必要に

応じアドレナリン（濃度1：10万～ 20

万）を添加

【禁】重篤な出血やショック状態（硬膜

外麻酔時），注射部位又はその周辺の

炎症（硬膜外麻酔時），敗血症（硬膜

外麻酔時），メトヘモグロビン血症，

本剤又は安息香酸エステル（コカイン

を除く）系局所麻酔剤に対し過敏症．

次の場合は血管収縮剤（アドレナリ

ン，ノルアドレナリン）を添加しな

い：血管収縮剤に対し過敏症，高血

圧，動脈硬化，心不全，甲状腺機能亢

進，糖尿病，血管痙攣，耳・指趾・陰

茎の麻酔（伝達〈脊椎麻酔を除く〉麻

酔）

【重副】ショック，振戦・痙攣等の中毒

症状
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0102　局所麻酔薬（アミド型）
 

（ブピバカイン塩酸塩水和物）

‛マーカイン注脊麻用0.5%高比
重� おぴ

Marcain 20㎎4院/A

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕438.00円/A

‛マーカイン注脊麻用0.5%等比
重� おぴ

Marcain 20㎎4院/A

〔薬価〕438.00円/A

【効】脊椎麻酔（腰椎麻酔）

【用】（注）1回10 ～ 20㎎を脊髄クモ膜

下腔に注入．1回20㎎まで

【禁】大量出血やショック状態，注射部

位又はその周辺に炎症，敗血症，本剤

の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し

過敏症，中枢神経系疾患：髄膜炎，灰

白脊髄炎，脊髄癆等，脊椎に結核，脊

椎炎及び転移性腫瘍等の活動性疾患

【重副】ショック，振戦，痙攣，異常感

覚，知覚・運動障害

�����������������

（メピバカイン塩酸塩）

‛カルボカイン注1%� お
ぴ

Carbocain 1%100院/V

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕11.30円/院V

‛カルボカインアンプル注1%�お
ぴ

Carbocain 1%10院/A
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〔薬価〕109.00円/A

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔

【用】（注）基準最高用量は，それぞれ1

回500㎎．麻酔方法別の用量：①100

～ 300㎎．②50 ～ 200㎎，指趾神経遮

断には40 ～ 80㎎．③20 ～ 400㎎

【禁】［共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・

浸潤麻酔）］本剤の成分又はアミド型

局所麻酔薬に対し過敏症．［硬膜外麻

酔］大量出血やショック状態，注射部

位又はその周辺に炎症，敗血症

【重副】ショック，意識障害，振戦，痙

攣，異常感覚，知覚・運動障害
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（メピバカイン塩酸塩）

‛カルボカインアンプル注2%�お
ぴ

Carbocain 2%10院/A

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕166.00円/A

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔

【用】（注）基準最高用量は，それぞれ1

回500㎎．麻酔方法別の用量：①200

～ 400㎎．②40 ～ 400㎎，指趾神経遮

断には80 ～ 160㎎．③40 ～ 400㎎

【禁】［共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・

浸潤麻酔）］本剤の成分又はアミド型

局所麻酔薬に対し過敏症．［硬膜外麻

酔］大量出血やショック状態，注射部

位又はその周辺に炎症，敗血症

【重副】ショック，意識障害，振戦，痙

攣，異常感覚，知覚・運動障害
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（リドカイン）

‛キシロカインポンプスプレー
8%� おあぴ

Xylocaine 80g/本 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕23.70円/g

【効】表面麻酔

【用】（外）8 ～ 40㎎（1 ～ 5回の噴霧）

を使用

【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔

薬に対し過敏症

【重副】ショック，意識障害，振戦，痙

攣
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（リドカイン）

‛ペンレステープ18㎎� お
ぴ

Penles （18㎎）30.5㎜×50.0㎜/枚

 〔マルホ〕

〔薬価〕45.70円/枚

【効】①静脈留置針穿刺時の疼痛緩和．

②伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和

【用】（外）①1回1枚，静脈留置針穿刺

予定部位に約30分間貼付．②小児：1

回2枚までを，伝染性軟属腫摘除予定

部位に約1時間貼付

【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔

薬に対し過敏症

【重副】ショック，アナフィラキシー様

症状

�����������������

（リドカイン塩酸塩）

‛キシロカインビスカス2%� お
Xylocaine 2%100院/本

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕6.00円/院

【効】表面麻酔

【用】（内）1 回 100 ～ 300 ㎎（5 ～ 15

院：添付の匙でほぼ1 ～ 3杯又は注射

筒に吸引して使用）を1日1 ～ 3回

【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔

薬に対し過敏症

【重副】ショック，意識障害，振戦，痙

攣
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2



－3－

01

01　麻酔薬

（リドカイン塩酸塩）

‛キシロカイン注射液0.5%� お
ぴ

Xylocaine 100院/V 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕10.00円/院V

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔

【用】（注）1回200㎎を基準最高用量と

する．①25 ～ 150㎎．交感神経遮断：

25 ～ 100㎎．②15 ～ 200㎎．指趾神経

遮断：15 ～ 50㎎．肋間神経遮断：25

㎎まで．③10 ～ 200㎎

【禁】［共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・

浸潤麻酔・表面麻酔）］本剤の成分又

はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症．

［硬膜外麻酔］大量出血やショック状

態，注射部位又はその周辺に炎症，敗

血症

【重副】［共 通（硬 膜 外 麻 酔・ 伝 達 麻

酔・浸潤麻酔・表面麻酔）］ショッ

ク，意識障害，振戦，痙攣．［硬膜外

麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔］異常感

覚，知覚・運動障害，悪性高熱

�����������������

（リドカイン塩酸塩）

‛キシロカイン注射液1%� お
ぴ

Xylocaine 100院/V 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕11.00円/院V

‛キシロカイン注ポリアンプ
1%� おぴ

Xylocaine 100㎎10院/A

〔薬価〕103.00円/A

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回200㎎を基準最高用量と

す る． ① 100 ～ 200 ㎎． ② 30 ～ 200

㎎．指趾神経遮断：30 ～ 100㎎．肋間

神経遮断：50㎎まで．③20 ～ 200㎎．

④適量を塗布又は噴霧

【禁】［共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・

浸潤麻酔・表面麻酔）］本剤の成分又

はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症．

［硬膜外麻酔］大量出血やショック状

態，注射部位又はその周辺に炎症，敗

血症

【重副】［共 通（硬 膜 外 麻 酔・ 伝 達 麻

酔・浸潤麻酔・表面麻酔）］ショッ

ク，意識障害，振戦，痙攣．［硬膜外

麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔］異常感

覚，知覚・運動障害，悪性高熱
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（リドカイン塩酸塩）

‛キシロカイン注ポリアンプ
2%� おぴ

Xylocaine 200㎎10院/A

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕148.00円/A

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回200㎎を基準最高用量と

する．①200㎎．②40 ～ 200㎎．指趾

神経遮断：60 ～ 120㎎．③40 ～ 200

㎎．④適量を塗布又は噴霧

【禁】［共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・

浸潤麻酔・表面麻酔）］本剤の成分又

はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症．

［硬膜外麻酔］大量出血やショック状

態，注射部位又はその周辺に炎症，敗

血症

【重副】［共 通（硬 膜 外 麻 酔・ 伝 達 麻

酔・浸潤麻酔・表面麻酔）］ショッ

ク，意識障害，振戦，痙攣．［硬膜外

麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔］異常感

覚，知覚・運動障害，悪性高熱
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（リドカイン塩酸塩）

‛キシロカインゼリー 2%
ば

Xylocaine 2%30院/本 〔アストラゼネ
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カ〕

〔薬価〕8.00円/院

【効】表面麻酔

【用】（外）尿道麻酔には男子は200 ～

300㎎（10 ～ 15院），女子は60 ～ 100

㎎（3 ～ 5院）．気管内挿管には適当量

【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔

薬に対し過敏症

【重副】ショック，意識障害，振戦，痙

攣

�����������������

（リドカイン塩酸塩）

‛キシロカイン液「4%」
ぴ

Xylocaine 4%20院/本

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕13.80円/院

【効】表面麻酔

【用】（外）80 ～ 200㎎（2 ～ 5院）を使

用．  

〈使用方法〉  

耳鼻咽喉科領域：鼻腔内，咽喉に刺激

性薬物を塗布する前処置，耳管カテー

テル挿入，下甲介切除，鼻中隔矯正，

扁桃剔出，咽喉頭鏡検査等の場合，本

剤の適量（一時に5院〈リドカイン塩

酸塩として200㎎〉以内）を塗布又は

噴霧．  

泌尿器科領域：膀胱鏡検査，尿管カ

テーテル挿入，逆行性腎盂撮影法，凝

血除去，結石処置，経尿道式尿道乳頭

腫剔除等の場合，本剤を倍量に希釈

し，その約10院（リドカイン塩酸塩と

して200㎎）を尿道内に注入し，男子

では陰茎を箝搾子ではさみ，女子には

綿栓を施して5 ～ 10分間，液を尿道内

に貯留させる．  

気管支鏡検査：全身麻酔時の挿管には

本剤を倍量に希釈し，その適量（10院

〈リドカイン塩酸塩として200㎎〉以

内）を噴霧

【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔

薬に対し過敏症

【重副】ショック，意識障害，振戦，痙

攣

�����������������

（リドカイン塩酸塩）

‛キシロカイン点眼液4%
ぴ

Xylocaine 4%20院/本

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕16.20円/院

〔貯法〕遮光，禁凍結，15℃以下

【効】眼科領域における表面麻酔

【用】（外）1 ～ 5滴を点眼

【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔

薬に対し過敏症

【重副】（類薬）ショック

�����������������

（ロピバカイン塩酸塩水和物）

‛アナペイン注2㎎/院 0.2%� お
Anapeine 200㎎100院/袋

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕1,627.00円/袋

【効】術後鎮痛

【用】（注）手術終了時に12㎎/時を硬

膜外腔に持続投与．8 ～ 20㎎/時の範

囲で適宜増減

【禁】大量出血やショック状態，注射部

位又はその周辺に炎症，敗血症，本剤

成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過

敏症

【重副】ショック，意識障害，振戦，痙

攣，異常感覚，知覚・運動障害
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（ロピバカイン塩酸塩水和物）

‛アナペイン注7.5㎎/院 0.75%�お
ぴ

Anapeine 75㎎10院/A 〔アストラゼネ

カ〕
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〔薬価〕609.00円/A

【効】麻酔（①硬膜外麻酔．②伝達麻

酔）

【用】（注）①1回150㎎までを硬膜外腔

に．②1回300㎎までを目標の神経ある

いは神経叢近傍に

【禁】［共通（硬膜外麻酔，伝達麻酔）］

本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に

対し過敏症．［硬膜外麻酔］大量出血

やショック状態，注射部位又はその周

辺に炎症，敗血症

【重副】ショック，意識障害，振戦，痙

攣，異常感覚，知覚・運動障害

�����������������

‛キシロカイン注射液「1%」エ
ピレナミン（1：100,000）含有
� お

Xylocaine 200㎎20院/V

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕11.00円/院V

〔貯法〕遮光，禁凍結，15℃以下

1院中： 

リドカイン塩酸塩 10㎎ 

アドレナリン 0.01㎎

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回50院（塩酸リドカインと

して500㎎）を基準最高用量とする．

（）内は塩酸リドカインとして，〈〉内

はアドレナリンとしての用量である．

① 10 ～ 30 院（100 ～ 300 ㎎）〈0.1 ～

0.3 ㎎〉． ② 3 ～ 20 院（30 ～ 200 ㎎）

〈0.03 ～ 0.2㎎〉．肋間神経遮断には5

院まで（50㎎まで）〈0.05㎎〉．③2 ～

40 院（20 ～ 400 ㎎）〈0.02 ～ 0.4 ㎎〉．

④適量を塗布又は噴霧

【禁】［共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・

浸潤麻酔・表面麻酔）］本剤の成分又

はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症，

高血圧，動脈硬化，心不全，甲状腺機

能亢進，糖尿病，血管攣縮の既往，狭

隅角や前房が浅いなど眼圧上昇の素因

のある患者（眼科領域等の麻酔に用い

る場合）．次の薬剤を投与中：ブチロ

フェノン系・フェノチアジン系等の抗

精神病薬，α遮断薬，イソプロテレ

ノール等のカテコールアミン製剤，ア

ドレナリン作動薬．［硬膜外麻酔］大

量出血やショック状態，注射部位又は

その周辺に炎症，敗血症．［伝達麻

酔・浸潤麻酔］耳，指趾又は陰茎の麻

酔を目的とする患者

【原則禁】心室頻拍等の重症不整脈，交

感神経系作動薬に対し過敏症，精神神

経症，コカイン中毒

【併用禁】抗精神病薬（ブチロフェノン

系，フェノチアジン系，イミノジベン

ジル系，ゾテピン，リスペリドン等）

（セレネース，トロペロン，ウインタ

ミン，デフェクトン，ロドピン，リス

パダール等），α遮断薬（プラゾシン

等）（ミニプレス等），カテコールアミ

ン製剤，アドレナリン作動薬（プロタ

ノール等）

【重副】［共 通（硬 膜 外 麻 酔・ 伝 達 麻

酔・浸潤麻酔・表面麻酔）］ショッ

ク，意識障害，振戦，痙攣，肺水腫，

呼吸困難，心停止．［硬膜外麻酔・伝

達麻酔・浸潤麻酔］異常感覚，知覚・

運動障害，悪性高熱

�����������������

‛歯科用キシロカインカート
リッジ� おぴ

Xylocaine 1.8院/A

 〔デンツプライ三金〕

〔薬価〕76.00円/A

〔貯法〕遮光，禁凍結，15℃以下

1院中： 

リドカイン塩酸塩 20㎎ 

アドレナリン 0.0125㎎
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