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挿管 /麻酔導入

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　0.2 mL
ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）

　　　　　　0.4 mL
フェンタニル（100 μg/2 mL） 原液　　　　0.2 mL
エスラックス（25 mg/2.5 mL） 原液　　　　0.4 mL
挿管チューブ（サイズ）
　　　　　　  （固定長）

ID 3.0 mm　カフなし
経口 10 cm / 経鼻 12 cm

喉頭鏡ブレード Mil 0 or 1 / （Mac 0）
骨髄針 15 G
中心静脈カテーテル 4 Fr トリプル
膀胱カテーテル 6 Fr
胃管 8 Fr　　25 cm固定
胸腔ドレーン 12 Fr

輸液

維持量 16 mL/ 時
急速投与 1回  80 mL　投与後再評価
輸血 1回  40 mL　投与後再評価

4 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 16 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　　4 J

2 回目以降　   8 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　0.4 mL
　　　　　（気管内：原液 0.4 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　1.6 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目　　　　 0.4 mL
2 回目以降　　 0.8 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）　　　　  原液 0.2 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
4 mL
4 mL　15分で投与（16 mL/ 時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　0.4 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.1 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　0.3 mL
ノーベルバール（250 mg/ 瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 1.6 mL + 生食 18.4 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/ 時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 1.2 mL + 生食 18.8 mL （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/ 時）

ダイアップ坐 （4 mg） 0.5 個

4 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 16 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　　4 J

2 回目以降　   8 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　0.4 mL
　　　　　（気管内：原液 0.4 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　1.6 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目　　　　 0.4 mL
2 回目以降　　 0.8 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）　　　　  原液 0.2 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
4 mL
4 mL　15分で投与（16 mL/ 時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　0.4 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.1 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　0.3 mL
ノーベルバール（250 mg/ 瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 1.6 mL + 生食 18.4 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/ 時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 1.2 mL + 生食 18.8 mL （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/ 時）

ダイアップ坐 （4 mg） 0.5 個

4 kg
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セファゾリン（1000mg/ 瓶）　1瓶 + 生食 10 mL　1.3 mL
破傷風トキソイド 原液　0.5 mL（筋注 /皮下注）
テタノブリン IH（250単位 /3.4 mL） 原液　3.4 mL
マンニゲン（40 g/200 mL） 原液　  20 mL

外傷

メイロン注（8.4 %） 原液　　　　　4 mL
カルチコール（8.5 %） 原液　　　　　2 mL
20%ブドウ糖 原液　　　　   20 mL
10％塩化ナトリウム
　　　　原液 8 mL + 5％ブドウ糖 16 mL（計 24 mL）
　　　　　　　　　　　　　  30 分で投与（48 mL/ 時）

ケイキサレート（5 g/包）1包 + 5%ブドウ糖 20 mL
 8 mL（注腸）
GI療法　ヒューマリンR100　0.2 mL+10%ブドウ糖　500 mL
　　　　　　　　　　　　　  40 mLを1時間で投与（40 mL/時）

電解質異常・低血糖

カコージン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 35 mL（計 40 mL）
1 mL/時（ 10 μg/kg/分 ）

ドプミン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 35 mL（計 40 mL）
1 mL/時（ 10 μg/kg/分 ）

アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 39 mL（計 40 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ノルアドレナリン（1 mg/1 mL）1 mL + 生食 39 mL（計 40 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分）

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 28 mL（計 30 mL）
1 mL/時（ 2 mg/kg/日）

持続静注薬

4 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　16 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 2 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　　 4 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　  3.2 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　　　 0.4 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　  0.4 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）         1 瓶 + 生食 2 mL　0.4 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　  0.6 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　1mL + 生食　  9 mL　   0.4 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  4 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　  0.1 mL 
メチルプレドニゾロン（40 mg/ 瓶）
　　　　　　　　　　　　  1 瓶 + 溶解液 1 mL　0.1 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　  0.2 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 %） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

4 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　16 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 2 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　　 4 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　  3.2 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　　　 0.4 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　  0.4 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）         1 瓶 + 生食 2 mL　0.4 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　  0.6 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　1mL + 生食　  9 mL　   0.4 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  4 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　  0.1 mL 
メチルプレドニゾロン（40 mg/ 瓶）
　　　　　　　　　　　　  1 瓶 + 溶解液 1 mL　0.1 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　  0.2 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 %） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

4 kg
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維持量 24 mL/ 時
急速投与 1回 120 mL 投与後再評価
輸血 1回   60 mL 投与後再評価

輸液

挿管 /麻酔導入

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　0.2 mL
ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）

　　　　　0.6 mL
フェンタニル（100 μg/2 mL） 原液　　　0.3 mL
エスラックス（25 mg/2.5 mL） 原液　　　0.6 mL
挿管チューブ（サイズ）
　　　　　　  （固定長）

ID 3.5 mm　カフなし
経口 11 cm / 経鼻 13 cm

喉頭鏡ブレード Mil 0 or 1 / （Mac 0）
骨髄針 15 G
中心静脈カテーテル 4 Fr トリプル
膀胱カテーテル 6 Fr
胃管 8 Fr　　30 cm固定
胸腔ドレーン 14 Fr

6 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 24 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　　6 J

2 回目以降　 12 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　0.6 mL
　　　　　（気管内：原液 0.6 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46g/20mL）

原液　　　　　2.4 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10mg/2mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目　　　　 0.6 mL
2 回目以降　　 1.2 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　0.2 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
6 mL
6 mL　15分で投与（24mL/ 時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　0.6 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.1 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　0.5 mL
ノーベルバール（250 mg/ 瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 2.4 mL + 生食 17.6 mL 
 （計 20mL）
　　　20分で投与（60 mL/ 時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 1.8 mL + 生食 18.2 mL （計 20 mL）
　　　20分で投与（60 mL/ 時）

ダイアップ坐 （4 mg） 1 個

6 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 24 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　　6 J

2 回目以降　 12 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　0.6 mL
　　　　　（気管内：原液 0.6 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46g/20mL）

原液　　　　　2.4 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10mg/2mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目　　　　 0.6 mL
2 回目以降　　 1.2 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　0.2 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
6 mL
6 mL　15分で投与（24mL/ 時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　0.6 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.1 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　0.5 mL
ノーベルバール（250 mg/ 瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 2.4 mL + 生食 17.6 mL 
 （計 20mL）
　　　20分で投与（60 mL/ 時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 1.8 mL + 生食 18.2 mL （計 20 mL）
　　　20分で投与（60 mL/ 時）

ダイアップ坐 （4 mg） 1 個

6 kg
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セファゾリン（1000 mg/ 瓶）
　　　　1瓶 + 生食 10 mL　　　　　   2 mL
破傷風トキソイド 原液　0.5 mL（筋注 /皮下注）
テタノブリン IH（250単位 /3.4 mL） 原液　3.4 mL
マンニゲン（40 g/200 mL） 原液　  30 mL

外傷

メイロン注（8.4 %） 原液　 6 mL
カルチコール（8.5 ％） 原液　 3 mL
20%ブドウ糖 原液    30 mL
10%塩化ナトリウム
 原液 12 mL + 5 % ブドウ糖 24 mL（計 36 mL）
 30 分で投与（72 mL/ 時）

ケイキサレート（5 g/包）1包 + 5%ブドウ糖 20 mL
 12 mL（注腸）
GI療法　ヒューマリンR100　0.2 mL + 10%ブドウ糖　500 mL
 60 mL を 1時間で投与（60 mL/時）

電解質異常・低血糖

カコージン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 45 mL（計 50 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

ドプミン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 45 mL（計 50 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 24 mL（計 25 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ノルアドレナリン（1 mg/1 mL）1 mL + 生食 24 mL（計 25 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 18 mL（計 20 mL）
1 mL/時（ 2 mg/kg/day）

持続静注薬

6 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014



456

腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　24 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 3 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　　 6 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　  4.8 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL） 0.6 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　 0.6 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）  1 瓶 + 生食 2 mL　0.6 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　　 1 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　1 mL + 生食    9 mL　　0.6 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1 mL + 生食 100 mL　　  6 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　　  0.2 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶）1瓶 + 溶解液 1 mL  0.2 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　　  0.3 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

6 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　24 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 3 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　　 6 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　  4.8 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL） 0.6 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　 0.6 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）  1 瓶 + 生食 2 mL　0.6 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　　 1 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　1 mL + 生食    9 mL　　0.6 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1 mL + 生食 100 mL　　  6 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　　  0.2 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶）1瓶 + 溶解液 1 mL  0.2 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　　  0.3 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

6 kg
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維持量 32 mL/時
急速投与 1回 160 mL 投与後再評価
輸血 1回   80 mL 投与後再評価

輸液

挿管 /麻酔導入

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　 0.2 mL
ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）

　　　　　 0.8 mL
フェンタニル（100 μg/2 mL） 原液　　　 0.4 mL
エスラックス（25 mg/2.5 mL） 原液　　　 0.8 mL
挿管チューブ（サイズ）
　　　　　　  （固定長）

ID 4.0 mm　カフなし
経口 12 cm / 経鼻 15 cm

喉頭鏡ブレード Mil 1 / （Mac 1）
骨髄針 15 G
中心静脈カテーテル 4 Fr トリプル
膀胱カテーテル 6 Fr
胃管 8 Fr　　35 cm固定
胸腔ドレーン 16 Fr

8 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 32 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　　8 J

2 回目以降　 16 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　0.8 mL
　　　　　（気管内：原液 0.8 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　3.2 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目　　　　 0.8 mL
2 回目以降　　 1.6 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　0.2 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
8 mL
8 mL　15分で投与（32 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　 0.8 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.1 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　0.6 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 3.2 mL + 生食 16.8 mL 
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 2.4 mL + 生食 17.6 mL（計 20 mL）
 20分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （6 mg） 1 個

8 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 32 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　　8 J

2 回目以降　 16 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　0.8 mL
　　　　　（気管内：原液 0.8 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　3.2 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目　　　　 0.8 mL
2 回目以降　　 1.6 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　0.2 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
8 mL
8 mL　15分で投与（32 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　 0.8 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.1 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　0.6 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 3.2 mL + 生食 16.8 mL 
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 2.4 mL + 生食 17.6 mL（計 20 mL）
 20分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （6 mg） 1 個

8 kg
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セファゾリン（1000 mg/ 瓶）
　　　　1瓶 + 生食 10 mL　　　　　2.6 mL
破傷風トキソイド 原液　0.5 mL（筋注 /皮下注）
テタノブリン IH（250単位 /3.4 mL） 原液　3.4 mL
マンニゲン（40 g/200 mL） 原液　  40 mL

外傷

メイロン注（8.4 %） 原液　　　　　8 mL
カルチコール（8.5 ％） 原液　　　　　4 mL
20%ブドウ糖 原液　　　　 40 mL
10%塩化ナトリウム
 原液 16 mL + 5 % ブドウ糖 32 mL（計 48 mL）
 30 分で投与（96 mL/時）

ケイキサレート（5 g/包）1包 + 5%ブドウ糖 20 mL
 16 mL（注腸）
GI療法　ヒューマリンR100　0.2 mL + 10%ブドウ糖　500 mL
 80 mL を 1時間で投与（80 mL/時）

電解質異常・低血糖

カコージン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 35 mL（計 40 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

ドプミン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 35 mL（計 40 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 19 mL（計 20 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ノルアドレナリン（1 mg/1 mL）1 mL + 生食 19 mL（計 20 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 18 mL（計 20 mL）
1 mL/時（ 2 mg/kg/day）

持続静注薬

8 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014



460

腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　32 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 4 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　　 8 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　  6.4 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL） 0.8 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　  0.8 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）      1 瓶 + 生食 2 mL　0.8 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　  1.3 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　1mL + 生食    9 mL　　0.8 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  8 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.3 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.2 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　   0.4 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

8 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014



460

腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　32 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 4 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　　 8 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　  6.4 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL） 0.8 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　  0.8 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）      1 瓶 + 生食 2 mL　0.8 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　  1.3 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　1mL + 生食    9 mL　　0.8 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  8 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.3 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.2 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　   0.4 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

8 kg
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維持量 40 mL/時
急速投与 1回 200 mL 投与後再評価
輸血 1回 100 mL 投与後再評価

輸液

挿管 /麻酔導入

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　  0.2 mL
ドルミカム（10 mg/2 mL） 1 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）

　　　　　　1 mL
フェンタニル（100 μg/2 mL） 原液　　　 0.5 mL
エスラックス（25 mg/2.5 mL） 原液　　　　1 mL
挿管チューブ（サイズ）
　　　　　　  （固定長）

ID 4.0 mm　カフなし
経口 12 cm / 経鼻 15 cm

喉頭鏡ブレード Mil 1 / （Mac 1）
骨髄針 15 G
中心静脈カテーテル 5.5 Fr トリプル
膀胱カテーテル 8 Fr
胃管 8 Fr　　40 cm固定
胸腔ドレーン 16 Fr

10 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 40 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 10 J

2 回目以降　 20 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　    1 mL
　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　    4 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　　  1 mL
2 回目以降　　　2 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　0.2 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
10 mL
10 mL　15分で投与（40 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　　1 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.2 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　 0.8 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 4 mL + 生食 16 mL 
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 3 mL + 生食 17 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （6 mg） 1 個

10 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 40 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 10 J

2 回目以降　 20 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　    1 mL
　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　    4 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　　  1 mL
2 回目以降　　　2 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　0.2 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
10 mL
10 mL　15分で投与（40 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　　1 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.2 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　 0.8 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 4 mL + 生食 16 mL 
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 3 mL + 生食 17 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （6 mg） 1 個

10 kg
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セファゾリン（1000 mg/瓶）
　　　　1瓶 + 生食 10 mL　　　　    3.3 mL
破傷風トキソイド 原液　0.5 mL（筋注 /皮下注）
テタノブリン IH（250単位 /3.4 mL） 原液　3.4 mL
マンニゲン（40 g/200 mL） 原液　  50 mL

外傷

メイロン注（8.4 %） 原液　　　　   10 mL
カルチコール（8.5 ％） 原液　　　　　5 mL
20%ブドウ糖 原液　　　　 50 mL
10%塩化ナトリウム
 原液 20 mL + 5 % ブドウ糖 40 mL（計 60 mL）
 30 分で投与（120 mL/時）

ケイキサレート（5 g/包）1包 + 5%ブドウ糖 20 mL
 20 mL（注腸）
GI療法　ヒューマリンR100　0.2 mL + 10%ブドウ糖　500 mL
 100 mL を 1時間で投与（100 mL/時）

電解質異常・低血糖

カコージン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 30 mL（計 35 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

ドプミン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 30 mL（計 35 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 14 mL（計 15 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ノルアドレナリン（1 mg/1 mL）1 mL + 生食 14 mL（計 15 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 10 mL（計 12 mL）
1 mL/時（ 2 mg/kg/day）

持続静注薬

10 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　40 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 5 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　　10 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　　 8 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　  1 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　　 1 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）     1 瓶 + 生食 2 mL　　1 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　  1.6 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　1mL + 生食    9 mL　　　    1 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  10 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.4 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.3 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　   0.5 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

10 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014



464

腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　40 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 5 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　　10 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　　 8 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　  1 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　　 1 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）     1 瓶 + 生食 2 mL　　1 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　  1.6 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　1mL + 生食    9 mL　　　    1 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  10 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.4 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.3 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　   0.5 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

10 kg
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維持量 45 mL/時
急速投与 1回 240 mL 投与後再評価
輸血 1回 120 mL 投与後再評価

輸液

挿管 /麻酔導入

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　 0.2 mL
ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）

　　　　　 1.2 mL
フェンタニル（100 μg/2 mL） 原液　　　 0.6 mL
エスラックス（25 mg/2.5 mL） 原液　　　 1.2 mL
挿管チューブ（サイズ）
　　　　　　  （固定長）

ID 4.5 mm　カフなし
経口 13 cm / 経鼻 16 cm

喉頭鏡ブレード Mil 1 or 2 / （Mac 1 or 2）
骨髄針 15 G
中心静脈カテーテル 5.5 Fr トリプル
膀胱カテーテル 8 Fr
胃管 10 Fr　　40 cm固定
胸腔ドレーン 18 Fr

12 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 48 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 12 J

2 回目以降　 24 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　1.2 mL
　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　4.8 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　   1.2 mL
2 回目以降　　 2.4 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　0.2 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
12 mL
12 mL　15分で投与（48 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　1.2 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.2 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　　1 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 4.8 mL + 生食 15.2 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 3.6 mL + 生食 16.4 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （6 mg） 1 個

12 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 48 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 12 J

2 回目以降　 24 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　1.2 mL
　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　4.8 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　   1.2 mL
2 回目以降　　 2.4 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　0.2 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
12 mL
12 mL　15分で投与（48 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　1.2 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.2 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　　1 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 4.8 mL + 生食 15.2 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 3.6 mL + 生食 16.4 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （6 mg） 1 個

12 kg
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セファゾリン（1000 mg/瓶）
　　　　1瓶 + 生食 10 mL　　　　       4 mL
破傷風トキソイド 原液　0.5 mL（筋注 /皮下注）
テタノブリン IH（250単位 /3.4 mL） 原液　3.4 mL
マンニゲン（40 g/200 mL） 原液　  60 mL

外傷

メイロン注（8.4 %） 原液　　　　   12 mL
カルチコール（8.5 ％） 原液　　　　　6 mL
20%ブドウ糖 原液　　　　   60 mL
10%塩化ナトリウム
 原液 24 mL + 5 % ブドウ糖 48 mL（計 72 mL）
 30 分で投与（144 mL/時）

ケイキサレート（5 g/包）2包 + 5%ブドウ糖 40 mL
 24 mL（注腸）
GI療法　ヒューマリンR100　0.2 mL + 10%ブドウ糖　500 mL
 120 mL を 1時間で投与（120 mL/時）

電解質異常・低血糖

カコージン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 20 mL（計 25 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

ドプミン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 20 mL（計 25 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 13 mL（計 14 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ノルアドレナリン（1 mg/1 mL）1 mL + 生食 13 mL（計 14 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1 mL/時（ 2 mg/kg/day）

持続静注薬

12 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　48 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 6 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　  12 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　　 9.6 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　  1.2 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　　 1.2 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）        1 瓶 + 生食 2 mL　  1.2 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　　 1.9 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原液 　　0.1 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  12 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.4 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.3 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　   0.6 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

12 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　48 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 6 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　  12 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　　 9.6 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　  1.2 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　　 1.2 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）        1 瓶 + 生食 2 mL　  1.2 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　　 1.9 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原液 　　0.1 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  12 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.4 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.3 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　   0.6 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

12 kg
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維持量 50 mL/時
急速投与 1回 300 mL 投与後再評価
輸血 1回 150 mL 投与後再評価

輸液

挿管 /麻酔導入

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　 0.3 mL
ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）

　　　　　 1.5 mL
フェンタニル（100 μg/2 mL） 原液　　　 0.6 mL
エスラックス（25 mg/2.5 mL） 原液　　　 1.5 mL
挿管チューブ（サイズ）

　　　　　　  （固定長）

ID 5.0 mm　カフなし
ID 4.5 mm　カフあり
経口 14 cm / 経鼻 17 cm

喉頭鏡ブレード Mil 2 / （Mac 2）
骨髄針 15 G
中心静脈カテーテル 5.5 Fr トリプル
膀胱カテーテル 10 Fr
胃管 10 Fr　　40 cm固定
胸腔ドレーン 20 Fr

15 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 60 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 15 J

2 回目以降　 30 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　1.5 mL
　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　    6 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　   1.5 mL
2 回目以降　　     3 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　   0.3 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
15 mL
15 mL　15分で投与（60 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　 1.5 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.3 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　 1.2 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 6 mL + 生食 14 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 4.5 mL + 生食 15.5 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （10 mg） 1 個

15 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 60 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 15 J

2 回目以降　 30 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　1.5 mL
　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　    6 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　   1.5 mL
2 回目以降　　     3 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　   0.3 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
15 mL
15 mL　15分で投与（60 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　 1.5 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.3 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　 1.2 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）1瓶 を生食 5 mL で希釈

希釈液 6 mL + 生食 14 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 4.5 mL + 生食 15.5 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （10 mg） 1 個

15 kg
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セファゾリン（1000 mg/瓶）
　　　　1瓶 + 生食 10 mL　　　　　      5 mL
破傷風トキソイド 原液　0.5 mL（筋注 /皮下注）
テタノブリン IH（250単位 /3.4 mL） 原液　3.4 mL
マンニゲン（40 g/200 mL） 原液　  75 mL

外傷

メイロン注（8.4 %） 原液　　　　   15 mL
カルチコール（8.5 ％） 原液　　　　　7 mL
20%ブドウ糖 原液　　　　   75 mL
10%塩化ナトリウム
 原液 30 mL + 5 % ブドウ糖 60 mL（計 90 mL）
 30 分で投与（180 mL/時）
ケイキサレート（5 g/包）2包 + 5%ブドウ糖 40 mL
 30 mL（注腸）
GI療法　ヒューマリンR100　0.2 mL + 10%ブドウ糖　500 mL
 150 mL を 1時間で投与（150 mL/時）

電解質異常・低血糖

カコージン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 17 mL（計 22 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

ドプミン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 17 mL（計 22 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

アドレナリン（1 mg/1 mL） 2 mL + 生食 18 mL（計 20 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ノルアドレナリン（1 mg/1 mL）2 mL + 生食 18 mL（計 20 mL）1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ドルミカム（10 mg/2 mL） 4 mL + 生食 12 mL（計 16 mL）
1 mL/時（ 2 mg/kg/day）

持続静注薬

15 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　60 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 7 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　　15 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　　 12 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　1.5 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　　1.5 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）        1 瓶 + 生食 2 mL　   1.5 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　    2.4 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原液 　　0.1 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  15 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.5 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.4 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　   0.7 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入
（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

15 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014



472

腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　60 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　　 7 滴　　胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　　15 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　　 12 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　1.5 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　　1.5 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）        1 瓶 + 生食 2 mL　   1.5 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　    2.4 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原液 　　0.1 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  15 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.5 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.4 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　   0.7 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入
（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

15 kg
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維持量 60 mL/時
急速投与 1回 400 mL 投与後再評価
輸血 1回 200 mL 投与後再評価

輸液

挿管 /麻酔導入

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　 0.4 mL
ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）

　　　　　　2 mL
フェンタニル（100 μg/2 mL） 原液　　　　1 mL
エスラックス（25 mg/2.5 mL） 原液　　　　2 mL
挿管チューブ（サイズ）

　　　　　　  （固定長）

ID 5.5 mm　カフなし
ID 5.0 mm　カフあり
経口 16 cm / 経鼻 19 cm

喉頭鏡ブレード Mil 2 / Mac 2
骨髄針 15 G
中心静脈カテーテル 5.5 Fr トリプル
膀胱カテーテル 10 Fr
胃管 10 Fr　　42 cm固定
胸腔ドレーン 22 Fr

20 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014



474

CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 80 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 20 J

2 回目以降　 40 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　2 mL
　　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　    8 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　      2 mL
2 回目以降　　 4 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　 0.4 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
20 mL
20 mL　15分で投与（80 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　　2 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.4 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　 1.6 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）2瓶 を生食 10 mL で希釈

希釈液 8 mL + 生食 12 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 6 mL + 生食 14 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （10 mg） 1 個

20 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 80 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 20 J

2 回目以降　 40 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　2 mL
　　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　    8 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　      2 mL
2 回目以降　　 4 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　 0.4 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
20 mL
20 mL　15分で投与（80 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　　2 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.4 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　 1.6 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）2瓶 を生食 10 mL で希釈

希釈液 8 mL + 生食 12 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 6 mL + 生食 14 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （10 mg） 1 個

20 kg
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セファゾリン（1000 mg/瓶）
　　　　1瓶 + 生食 10 mL　　　　　　  6.6 mL
破傷風トキソイド 原液　　   0.5 mL（筋注 /皮下注）
テタノブリン IH（250単位 /3.4 mL） 原液　　   3.4 mL
マンニゲン（40 g/200 mL） 原液　　100 mL

外傷

メイロン注（8.4 %） 原液　　　　   20 mL
カルチコール（8.5 ％） 原液　　　　   10 mL
20%ブドウ糖 原液　　　   100 mL
10%塩化ナトリウム
 原液 38 mL + 5 % ブドウ糖 76 mL（計 114 mL）
 30 分で投与（228 mL/時）

ケイキサレート（5 g/包）2包 + 5%ブドウ糖 40 mL
 40 mL（注腸）
GI療法　ヒューマリンR100　0.2 mL + 10%ブドウ糖　500 mL
 200 mL を 1時間で投与（200 mL/時）

電解質異常・低血糖

カコージン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 13 mL（計 18 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

ドプミン（100 mg/5 mL） 5 mL + 生食 13 mL（計 18 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

アドレナリン（1 mg/1 mL） 2 mL + 生食 14 mL（計 16 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ノルアドレナリン（1 mg/1 mL）2 mL + 生食 14 mL（計 16 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ドルミカム（10 mg/2 mL） 4 mL + 生食 8 mL（計 12 mL）
1 mL/時（ 2 mg/kg/day）

持続静注薬

20 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　80 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　   10 滴　　  胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　   20 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　  16 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　2 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　    2 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）        1 瓶 + 生食 2 mL　   2 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　3.2 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原液 　　0.2 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  20 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.6 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.5 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　　    1 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

20 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL　80 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　   10 滴　　  胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　   20 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　  16 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　2 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　    2 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）        1 瓶 + 生食 2 mL　   2 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　3.2 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原液 　　0.2 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  20 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.6 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.5 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　　    1 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

20 kg
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維持量 65 mL/時
急速投与 1回 500 mL 投与後再評価
輸血 1回 250 mL 投与後再評価

輸液

挿管 /麻酔導入

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　 0.5 mL
ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）

　　　　　 2.5 mL
フェンタニル（100 μg/2 mL） 原液　　　 1.2 mL
エスラックス（25 mg/2.5 mL） 原液　　　 2.5 mL
挿管チューブ（サイズ）

　　　　　　  （固定長）

ID 6.0 mm　カフなし
ID 5.5 mm　カフあり
経口 18 cm / 経鼻 21 cm

喉頭鏡ブレード Mac 2 or 3 / Mil 2
骨髄針 15 G
中心静脈カテーテル 7 Fr トリプル
膀胱カテーテル 12 Fr
胃管 12 Fr　　45 cm固定
胸腔ドレーン 24 Fr

25 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 100 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 25 J

2 回目以降　 50 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　2.5 mL
　　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　  10 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　   2.5 mL
2 回目以降　　 5.0 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　 0.5 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
25 mL
25 mL　15分で投与（100 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
原液　　　 2.5 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.5 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　　2 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）2瓶 を生食 10 mL で希釈

希釈液 10 mL + 生食 10 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 7.5 mL + 生食 12.5 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （6 mg） 2 個

25 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 100 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 25 J

2 回目以降　 50 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　2.5 mL
　　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　  10 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　   2.5 mL
2 回目以降　　 5.0 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　 0.5 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
25 mL
25 mL　15分で投与（100 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
原液　　　 2.5 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.5 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　　2 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）2瓶 を生食 10 mL で希釈

希釈液 10 mL + 生食 10 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 7.5 mL + 生食 12.5 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （6 mg） 2 個

25 kg
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セファゾリン（1000 mg/瓶）
　　　　1瓶 + 生食 10 mL　　　　　　  8.3 mL
破傷風トキソイド 原液　　   0.5 mL（筋注 /皮下注）
テタノブリン IH（250単位 /3.4 mL） 原液　　   3.4 mL
マンニゲン（40 g/200 mL） 原液　　125 mL

外傷

メイロン注（8.4 %） 原液　　　　   25 mL
カルチコール（8.5 ％） 原液　　　　   12 mL
20%ブドウ糖 原液　　　   125 mL
10%塩化ナトリウム
 原液 48 mL + 5 % ブドウ糖 96 mL（計 144 mL）
 30 分で投与（288 mL/時）

ケイキサレート（5 g/包）3包 + 5%ブドウ糖 60 mL
 50 mL（注腸）
GI療法　ヒューマリンR100　0.2 mL + 10%ブドウ糖　500 mL
 250 mL を 1時間で投与（250 mL/時）

電解質異常・低血糖

カコージン（100 mg/5 mL） 10 mL + 生食 18 mL（計 28 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

ドプミン（100 mg/5 mL） 10 mL + 生食 18 mL（計 28 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

アドレナリン（1 mg/1 mL） 2 mL + 生食 10 mL（計 12 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ノルアドレナリン（1 mg/1 mL）2 mL + 生食 10 mL（計 12 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ドルミカム（10 mg/2 mL） 4 mL + 生食 6 mL（計 10 mL）
1 mL/時（ 2 mg/kg/day）

持続静注薬

25 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL 100 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　  12 滴　　   胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　  25 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　　 20 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　2.5 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　    2.5 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）        2 瓶 + 生食 4 mL　   2.5 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　　   4 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原液 　　0.3 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  25 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.8 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.6 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　　1.2 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

25 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL 100 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　  12 滴　　   胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　  25 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　　　 20 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　 1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　2.5 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　    2.5 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）        2 瓶 + 生食 4 mL　   2.5 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　　　   4 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原液 　　0.3 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　  25 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　   0.8 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.6 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　　1.2 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

25 kg
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維持量 70 mL/時
急速投与 1回 600 mL 投与後再評価
輸血 1回 300 mL 投与後再評価

輸液

挿管 /麻酔導入

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　 0.6 mL
ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）

　　　　　　3 mL
フェンタニル（100 μg/2 mL） 原液　　　 1.5 mL
エスラックス（25 mg/2.5 mL） 原液　　　　3 mL
挿管チューブ（サイズ）

　　　　　　  （固定長）

ID 6.5 mm　カフなし
ID 6.0 mm　カフあり
経口 19 cm / 経鼻 22 cm

喉頭鏡ブレード Mac 3
骨髄針 15 G
中心静脈カテーテル 7 Fr トリプル
膀胱カテーテル 12 Fr
胃管 14 Fr　　50 cm固定
胸腔ドレーン 24 Fr

30 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 120 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 30 J

2 回目以降　 60 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　　    3 mL
　　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　　  12 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　　　     3 mL
2 回目以降　　　　6 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　　0.6 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
30 mL
30 mL　15分で投与（120 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　　3 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.6 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　 2.4 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）3瓶 を生食 15 mL で希釈

希釈液 12 mL + 生食 8 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 9 mL + 生食 11 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （10 mg） 2 個

30 kg

問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014 問田千晶，六車　崇．小児救急シート．当直医のための小児救急ポケットマニュアル，ｐ449-484，中山書店，2014
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CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸 15：2 　 除細動 120 J
Cardioversion （同期） 1回目　　　 30 J

2 回目以降　 60 J
アドレナリン（1 mg/1 mL） 1 mL + 生食 9 mL （計 10 mL）

　　　　　　　　    3 mL
　　　　　（気管内：原液 1 mL）

硫酸マグネシウム
（2.46 g/20 mL）

原液　　　　　　  12 mL
　　　　20分以上かけて投与

アデホス Lコーワ
（10 mg/2 mL）

2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1回目 　　　　　     3 mL
2 回目以降　　　　6 mL

硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）原液　　　　　　0.6 mL
アンカロン（150 mg/3 mL）

　　　　VF / 脈なし VT
　　　　脈ありVT

3 mL + 5%ブドウ糖 57 mL
 （計 60 mL）
30 mL
30 mL　15分で投与（120 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL） 2 mL + 生食 8 mL （計 10 mL）
　　　　　　3 mL
（筋注 /鼻腔内：原液 0.6 mL）

ラボナール（300 mg/12 mL） 原液　　　 2.4 mL
ノーベルバール（250 mg/瓶）3瓶 を生食 15 mL で希釈

希釈液 12 mL + 生食 8 mL
 （計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ホストイン（750 mg/10 mL） 9 mL + 生食 11 mL（計 20 mL）
 20 分で投与　（60 mL/時）

ダイアップ坐 （10 mg） 2 個

30 kg
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セファゾリン（1000 mg/瓶）
　　　　1瓶 + 生食 10 mL　　　　　　  10 mL
破傷風トキソイド 原液　　   0.5 mL（筋注 /皮下注）
テタノブリン IH（250単位 /3.4 mL） 原液　　   3.4 mL
マンニゲン（40 g/200 mL） 原液　　150 mL

外傷

メイロン注（8.4 %） 原液　　　　   30 mL
カルチコール（8.5 ％） 原液　　　　   15 mL
20%ブドウ糖 原液　　　   150 mL
10%塩化ナトリウム
 原液 60 mL + 5 % ブドウ糖 120 mL（計 180 mL）
 30 分以上かけて投与（300 mL/時）

ケイキサレート（5 g/包）3包 + 5%ブドウ糖 60 mL
 60 mL（注腸）
GI療法　ヒューマリンR100　0.2 mL + 10%ブドウ糖　500 mL
 300 mL を 1時間で投与（300 mL/時）

電解質異常・低血糖

カコージン（100 mg/5 mL） 10 mL + 生食 12 mL（計 22 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

ドプミン（100 mg/5 mL） 10 mL + 生食 12 mL（計 22 mL）
1 mL/時（ 5 μg/kg/分 ）

アドレナリン（1 mg/1 mL） 2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ノルアドレナリン（1 mg/1 mL）2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）
1 mL/時（ 0.1 μg/kg/分 ）

ドルミカム（10 mg/2 mL） 6 mL + 生食 6 mL（計 12 mL）
1 mL/時（ 2 mg/kg/day）

持続静注薬

30 kg
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腸洗浄
　　　　活性炭 50 g + 水 200 mL 120 mL
　　　　ラキソベロン　　　　　　  15 滴　　   胃管より投与
　　　　ガストログラフィン　　　  30 mL
パム（500 mg/20 mL） 原液　　　　　   24 mL
ナロキソン（0.2 mg/1 mL）
　　　　　　　　　1 mL + 生食 3 mL （計 4 mL）　3 mL
アネキセート（0.5 mg/5 mL） 原液　　　　　　   3 mL
グルカゴンGノボ（1 mg/瓶）        2 瓶 + 生食 4 mL    3 mL
ブリディオン（200 mg/2 mL） 原液　　　　　 4.8 mL

中毒

アドレナリン（1 mg/1 mL）
　　　　　　　　　　　原液　　　　　　　　　  0.3 mL 筋注
　　　　　　　　　　　1mL + 生食 100 mL　　　 3 mL 静注
　　　　　　　　　　　　　　　　　2分以上かけて投与
アタラックスP（25 mg/1 mL） 原液　　　　　　　    1 mL
メチルプレドニゾロン（40 mg/瓶） 1瓶 + 溶解液 1 mL 0.8 mL
ガスター（20 mg/2 mL） 原液　　　　　　　1.5 mL
吸入 アドレナリン（1 mg/1 mL） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液（0.5 ％） 原液 0.3 mL + 生食 3 mL
プロタノール（1 mg/5 mL） 10 A + 水 400 mL 持続吸入

（インスピロン使用）

喘息重積・アナフィラキシー・クループ

30 kg
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