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＊『 JRC蘇生ガイドライン2015 』
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(CoSTR)に基づき作成。
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用薬剤の記録・時間管理」や「薬剤投与量の提案」などです。

薬品名
アドレナリン注射液（1mg）
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緊急時追加薬剤バッグおよび
収納薬剤一覧
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ノルアドレナリン注射液（1mg）

2A

アミオダロン塩酸塩製剤（150mg）

3A

独立行政法人労働者健康安全機構

和歌山労災病院

和歌山県和歌山市木ノ本93-1

5％ブドウ糖液〔アミオダロン溶解用〕
（20mL） 2A

●病 床 数：303床

ニフェカラント塩酸塩注射剤（50mg）

1A

生理食塩液〔ニフェカラント溶解用〕
（50mL）

1A

●薬剤師数：16名

グルコン酸カルシウム注射液（5mL）

5A
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