
AtroPen-
オートインジェクター

アトロピン注射
Rxのみ

神経ガスおよび殺⾍剤中毒でのみ使⽤するため

注意！化学神経ガスおよび殺⾍剤中毒への暴露に対する⼀次保護は、この⽤途のために特
別に設計されたマスクを含む保護具の着⽤です。

個⼈は、化学神経ガスおよび殺⾍剤中毒からの完全な保護を提供するために、アトロピンおよびプラリドキシ
ムなどの解毒剤のみに依存すべきではありません。

アトロピンを注射した後、直ちに医師の診察を受けてください-。

筋⾁内使⽤のみのための滅菌ソリューション

説明
事前に充填された各⾃動注射器は、⾃⼰または介護者の投与⽤に特別に設計された、⾃⼰完結型の
ユニットで解毒剤アトロピンの⽤量を提供します。AtroPenの4つの強み-利⽤可能です; 彼らは
AtroPenです-0.25、AtroPen-0.5 mg、AtroPen-1 mg、およびAtroPen-2mg。

AtroPenをアクティブにすると-0.25 mgは、0.21 mgのアトロピンベース（0.25 mgの硫酸アトロピンに相
当）をディスペンスします。AtroPen-0.25 mgは、クエン酸緩衝液、塩化ナトリウム、注射⽤⽔を含む
0.3mLのパイロジェンフリーの滅菌溶液を供給します。pH範囲は4.0〜5.0です。

AtroPenをアクティブにすると-0.5 mgは、0.42 mgのアトロピンベース（0.5 mgの硫酸アトロピンに相当）、
AtroPenをディスペンスします。-1 mgは、0.84 mgのアトロピンベース（1 mgの硫酸アトロピンに相当）と
AtroPenをディスペンスします。-2 mgは、1.67 mgのアトロピン塩基（2 mgの硫酸アトロピンに相当）を投与
します。各0.5mg、1 mg、および2 mg AtroPen-グリセリン、フェノール、クエン酸緩衝液、注射⽤⽔を含
む、パイロジェンを含まない滅菌溶液0.7mLでアトロピンを送達します。pH範囲は4.0〜5.0です。

AtroPenの後-⾃動注射器が作動しているので、空の容器を適切に廃棄する必要があります
（を参照）投薬と管理）。補充することも、突き出た針を引っ込めることもできません。

抗コリン作⽤薬（ムスカリン拮抗薬）であるアトロピンは、通常は針状の⽩い結晶とし
て、または⽩い結晶性粉末として発⽣します。分⼦量289.38で⽔に溶けやすい。天然に存
在するベラドンナアルカロイドであるアトロピンは、等量のd-およびl-ヒヨスチアミンのラ
セミ混合物であり、その活性はほぼ完全に薬物のレボ異性体によるものです。

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-atropine-sulfate-atropen-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/17106s032lbl.pdf
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化学的には、アトロピンは1 H、5 H-Tropan-3 ‒ol（±）-tropateと呼ばれます。その実験式はCです17H23いい
え3その構造式は次のとおりです。

臨床薬理学

作⽤機序：
アトロピンは⼀般的に抗コリン作⽤薬または抗副交感神経（副交感神経遮断薬）薬として
分類されます。しかし、より正確には、アセチルコリンや他のコリンエステルのムスカリ
ン様作⽤に拮抗するため、抗ムスカリン剤と呼ばれます。

アトロピンは、節後コリン作動性神経によって神経⽀配される構造、および内因性アセチ
ルコリンに反応するがそれほど神経⽀配されていない平滑筋に対するアセチルコリンのム
スカリン作⽤を阻害します。他の抗ムスカリン剤と同様に、アトロピンの主な作⽤は、エ
フェクター器官の受容体部位でのアセチルコリンの濃度を増加させることによって（例え
ば、アセチルコリンの酵素的破壊を阻害する抗コリンエステラーゼ剤を使⽤することに
よって）克服できる競合的または克服可能な拮抗作⽤です。 ）。アトロピンによって拮抗
される受容体は、ムスカリンによって刺激または阻害される末梢構造です（すなわち、外
分泌腺および平滑筋と⼼筋）。節後コリン作動性神経刺激に対する反応も、アトロピンに
よって阻害される可能性があります。

薬⼒学：

アトロピンは、⼝と気道の分泌物を減らし、気道の収縮とけいれんを和らげ、中枢神経系
に対する毒性物質の作⽤から⽣じる呼吸の⿇痺を減らす可能性があります。アトロピン誘
発性副交感神経抑制は、特に迷⾛神経制御の⿇痺のために特徴的な頻脈が発症する前に少
量が最初に速度を遅くする⼼臓で、刺激の⼀時的な段階が先⾏する可能性があります。軽
度の迷⾛神経興奮が発⽣しますが、アトロピンによって引き起こされる呼吸数の増加と呼
吸の深さの増加は、おそらく細気管⽀の拡張の結果です。したがって、アトロピンは信頼
性の低い呼吸刺激剤であり、⼤量または反復投与は呼吸を抑制する可能性があります。

適切な⽤量のアトロピンは、さまざまなタイプの反射性迷⾛神経の⼼臓の減速または⼼静⽌を無効
にします。この薬はまた、コリンエステル、抗コリンエステラーゼ剤または他の副交感神経刺激薬
の注射によって⽣じる徐脈または⼼静⽌、および迷⾛神経の刺激によって⽣じる⼼停⽌を予防また
は廃⽌します。迷⾛神経活動が病因因⼦である場合、アトロピンは部分的な⼼臓ブロックの程度も
低下させる可能性があります。完全な⼼臓ブロックを持つ⼀部の個⼈では、
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特発性⼼室レートはアトロピンによって加速される可能性があります。他では、レートは安定しています。時
折、⼤量投与は房室（AV）ブロックと結節リズムを引き起こす可能性があります。

臨床⽤量のアトロピンは、コリンエステルによって⽣成される末梢の拡張と⾎圧の急激な
低下を打ち消します。ただし、アトロピンを単独で投与した場合、⾎管や⾎圧に顕著な影
響や均⼀な影響を与えることはありません。全⾝投与は、収縮期圧と拡張期圧をわずかに
上昇させ、重⼤な起⽴性低⾎圧を引き起こす可能性があります。このような⽤量はまた、
⼼拍出量をわずかに増加させ、中⼼静脈圧を低下させます。時折、治療⽤量は、特に「⾚
⾯」領域（アトロピンフラッシュ）で⽪膚⾎管を拡張し、特に乳児や幼児の汗腺活動の抑
制により、アトロピン「発熱」を引き起こす可能性があります。

薬物動態：

アトロピンは筋⾁内投与後に急速かつ⼗分に吸収されます。アトロピンは⾎液から急速に
消失し、さまざまな体の組織や体液に分布します。薬物の多くは、特に肝臓での酵素加⽔
分解によって破壊されます。13〜50％は変化せずに尿中に排泄されます。痕跡は、ミルク
を含むさまざまな分泌物に⾒られます。アトロピンは胎盤関⾨を容易に通過し、胎児循環
に⼊ります。

おおよそのC最⼤2mgのAtroPenによって成⼈に筋⾁内投与された1.67mgのアトロピンに続くア
トロピンの量-デリバリーシステムは9.6±1.5（平均±SEM）ng/mlでした。平均T最⼤3分でし
た。T½2歳未満の⼩児被験者における静脈内アトロピンの投与量は6.9±3.3（平均±SD）時間
です。2歳以上の⼦供では、T½2.5±1.2（平均±SD）時間です。16〜58歳の成⼈ではT½

3.0±0.9（平均±SD）時間です。65〜75歳の⽼⼈患者では、10.0±7.3（平均±SD）時間で
す。アトロピンのタンパク質結合は⾎漿中で14〜22％です。アトロピンの薬物動態には性差が
あります。
男性。
男性。

AUC（0-inf）およびC最⼤⼥性の⽅が15％⾼かった
アトロピンの半減期は、⼥性の⽅がわずかに短い（約20分）

適応症と使⽤法

AtroPen-オートインジェクターは、コリンエステラーゼ活性を有する感受性のある有機リ
ン系神経ガス、ならびに有機リン系またはカーバメート系殺⾍剤による中毒の治療に適応
されます。AtroPen Auto-Injectorは、神経ガスまたは殺⾍剤中毒の認識と治療について⼗
分なトレーニングを受けた⼈が使⽤する必要があります。塩化プラリドキシムは、アトロ
ピン療法の重要な補助として役⽴つ可能性があります。

AtroPen-殺⾍剤または神経ガス中毒のムスカリン性症状（⼀般的に分泌物の増加による呼
吸困難）の初期治療として意図されています。決定的な医療はすぐに求められるべきで
す。AtroPen-⾃動注射器は、有機リン中毒またはカーバメート中毒の症状が現れたらすぐ
に投与する必要があります（通常、涙、過剰な経⼝分泌物、喘鳴、筋⾁の線維束性収縮な
ど）。中毒から重度の中毒では、複数のAtroPenを投与します。-アトロピン化が達成され
るまで必要になる場合があります（顔⾯紅潮、散瞳、頻脈、⼝と⿐の乾燥）。（⾒る投薬
と管理）重度の中毒では、無意識の⼈に発作が疑われる場合は、抗けいれん薬を同時に投
与することも望ましい場合があります
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毒の影響により、古典的な強直間代性けいれんが⾒られない場合があるためです。有機リ
ン神経ガスや殺⾍剤による中毒では、プラリドキシムクロリドなどのコリンエステラーゼ
再活性化剤を同時に投与することも役⽴つ場合があります。

禁忌

有機リン神経ガスおよび殺⾍剤による⽣命を脅かす中毒に直⾯して、アトロピンの使⽤に
対する絶対的な禁忌はありません（を参照してください）。警告）。

警告

注意！化学神経ガスおよび殺⾍剤中毒への暴露に対する⼀次保護は、この⽤途のために特
別に設計されたマスクを含む保護具の着⽤です。

個⼈は、化学神経ガスおよび殺⾍剤中毒からの完全な保護を提供するために、アトロピンおよびプラリドキシ
ムなどの解毒剤のみに依存すべきではありません。

有機リンまたは神経ガス中毒の軽度の症状があるアトロピンに対する以前のアナフィラキ
シー反応を経験した患者は、適切な医学的監督なしに治療されるべきではありません。

AtroPenが-有機リン神経剤や殺⾍剤に⽣命を脅かす曝露を受けているすべての⼈に投与で
きます。神経剤中毒の症状がそれほど深刻でない場合は、次の障害のある⼈には細⼼の注
意を払って投与する必要があります。製品の中で、⼼房粗動、重度の狭⾓緑内障、幽⾨狭
窄症、前⽴腺肥⼤症、重⼤な腎不全、または最近の⼼筋梗塞などの⼼臓リズムの障害。

アトロピンの複数回投与（AtroPen-Auto-Injector）は、特に曝露が多い場合や症状がひど
い場合に、最初に必要になることがあります。Hただし、訓練を受けた医療関係者の監督下
にない限り、3回以下の投与を⾏う必要があります。アトロピン化を維持するために、⾼⽤
量曝露後何時間も⾼⽤量のアトロピンが必要となる場合があります。（⾒る投薬と管理
。）

⼦供や⾼齢者は、アトロピンの薬理学的効果の影響を受けやすい可能性があります。

アトロピンは呼吸筋の衰弱や⿇痺を逆転させるのに信頼できないため、呼吸困難がひどい
場合は、アトロピンの使⽤に加えて⼈⼯呼吸が必要です。

予防

全般的：有機リン中毒の個⼈の絶望的な状態は、⼀般に、正常な被験者で指摘されている
ようなアトロピン治療のそのような軽微な兆候および症状を覆い隠すでしょう。
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アトロピンは、⼼臓病のある⼈には注意して使⽤する必要があります。従来の全⾝投与
は、感受性の⾼い⼈に急性緑内障を引き起こし、部分的な幽⾨狭窄を完全な幽⾨閉塞に変
換し、前⽴腺肥⼤症の⼈に尿閉を引き起こし、慢性肺疾患の⼈に気管⽀分泌物の注⼊と危
険な粘液栓の形成を引き起こす可能性があります。

臨床検査：有機リン神経ガスと殺⾍剤中毒の治療は、臨床検査の結果を待たずに開始する
必要があります。⾚⾎球と⾎漿コリンエステラーゼ、および尿中パラチオンフェノール測
定（パラチオン曝露の場合）は、診断を確認し、病気の経過を追跡するのに役⽴つ場合が
あります。⾚⾎球コリンエステラーゼ濃度の正常値の50％未満への低下は、有機リンエス
テル中毒でのみ⾒られました。

患者のための情報：ユーザーがAtroPenの適応症と使⽤法を確実に理解できるように、適切
な措置を講じる必要があります-、中毒の症状とAtroPenの操作のレビューを含む-（（⾒る
投薬と管理）。

薬物相互作⽤：アトロピンとプラリドキシムを併⽤すると、プラリドキシムがアトロピン
の効果を増強する可能性があるため、アトロピンの兆候（紅潮、散瞳、頻脈、⼝と⿐の乾
燥）が予想よりも早く発⽣する可能性があります。

以下の注意事項は、アトロピンとプラリドキシムの使⽤に直接関係していませんが、抗コ
リンエステラーゼ中毒の治療に留意する必要があります。バルビツール酸塩は抗コリンエ
ステラーゼによって増強されるため、けいれんの治療には慎重に使⽤する必要がありま
す。

発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害：発がん、突然変異誘発、または出⽣⼒の障害に対
するアトロピンの可能性に関する報告は、⽂献に発表されていません。アトロピンは短期
間の緊急使⽤のみを⽬的としているため、これらの側⾯の調査は⾏われていません。

妊娠：催奇形性効果‒妊娠カテゴリーC：アトロピンを⽤いた適切な動物の⽣殖研究は⾏われて
いません。アトロピンが妊婦に投与されたときに胎児に害を及ぼす可能性があるかどうか、ま
たはこれらの薬剤が⽣殖能⼒に影響を与える可能性があるかどうかは不明です。アトロピン
は、明らかに必要な場合にのみ妊婦に投与する必要があります。

授乳中の⺟親：アトロピンは⺟乳に微量に含まれています。授乳中の⼥性にアトロピンを
投与する場合は注意が必要です。

⼩児⽤：公開された⽂献のレビューは、すべての⼩児年齢層の有機リン系殺⾍剤中毒の状
況におけるアトロピンの安全性と有効性を裏付けています。開始⽤量は、完全なアトロピ
ン化を提供するために必要に応じて5〜20分ごとに0.05 mg /kgIMです。（⾒る 逆反応と投
薬と管理セクション）
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⽼⼈⽤：⼀般に、⾼齢者の⽤量選択は慎重に⾏う必要があり、通常は投与範囲の下限から
開始し、肝機能、腎機能、または⼼臓機能の低下、および付随する疾患または他の薬物療
法の頻度が⾼いことを反映しています。

逆反応

注射部位に軽度から中等度の痛みが⽣じることがあります。

アトロピンの主で最も⼀般的な副作⽤は、その抗ムスカリン作⽤に起因する可能性があり
ます。これらには、⼝の乾燥、かすみ⽬、視⼒障害、混乱、頭痛、めまい、頻脈、動悸、
紅潮、尿の躊躇または保持、便秘、腹部膨満、吐き気、嘔吐、性欲減退および無⼒が含ま
れます。無汗症は、特に暑い環境で、熱不耐症と温度調節の障害を引き起こす可能性があ
ります。より多くのまたは有毒な⽤量は、落ち着きのなさ、震え、倦怠感、運動障害、せ
ん妄、その後の幻覚、鬱病、そして最終的には延髄⿇痺および死などの中⼼的な影響を引
き起こす可能性があります。⼤量投与はまた、循環虚脱につながる可能性があります。こ
のような場合、⿇痺や昏睡に続いて⾎圧が低下し、呼吸不全による死亡が起こる可能性が
あります。過敏反応はアトロピンで時折発⽣します：これらは通常⽪膚の発疹として⾒ら
れ、時には⾓質除去に進⾏します。⼩児科で⾒られる有害事象は、成⼈患者で⾒られるも
のと似ていますが、中枢神経系の愁訴は、より早く、より低い⽤量で⾒られることがよく
あります。

アトロピンとプラリドキシムを併⽤すると、アトロピンを単独で使⽤した場合よりも早く
アトロピン化の兆候が現れることがあります。これは、アトロピンの総投与量が多く、プ
ラリドキシムの投与が遅れている場合に特に当てはまります。意識が回復した直後の興奮
と躁病の⾏動がいくつかの症例で報告されています。しかし、プラリドキシムで治療され
なかった有機リン中毒の場合にも同様の⾏動が起こりました。

Amitai et el（JAMA 1990）はAtroPenの安全性を評価しました-AtroPenを投与された240⼈の⼦
供の症例シリーズで0.5mg、1mgおよび2mg-1990年の湾岸戦争期間中は不適切に（つまり、神
経ガスへの曝露がない）。全体として、アトロピン化の重症度は、⽤量との⾮線形相関に従い
ました。0.045 mg / kgまでの推定⽤量では、アトロピン化の兆候は⾒られませんでした。0.045 
mg/kgから0.175mg/ kgの間、さらには0.175 mg / kgを超える推定⽤量は、それぞれ軽度およ
び重度の影響と関連していた。多くの場合、不完全な注射が疑われたため、⼦供が実際に受け
た投与量は推定よりもかなり少なかった可能性があります。とにかく、報告された有害事象は
⼀般的に軽度で⾃⼰限定的でした。⼊院が必要な⼦供はほとんどいませんでした。報告された
有害反応は、瞳孔の拡張（43％）、頻脈（39％）、膜の乾燥（35％）、⽪膚の紅潮（20％）、
体温37.8°Cまたは100°F（4％）および神経学的異常（5％）でした。 。局所的な痛みや腫れも
ありました。ECGのある91⼈の⼦供では、洞性頻脈以外の異常は認められませんでした。22⼈
の⼦供は160-190bpmの重度の頻脈を持っていました。

混乱、無気⼒、運動失調。
神経学的異常は、過敏性、興奮、

以下の有害反応は、成⼈と⼦供の両⽅のアトロピンに関する公表された⽂献で報告されま
した：
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⼼臓⾎管：洞頻脈、⼼室上頻脈、接合部頻脈、⼼室性期外収縮、徐脈、⼼室性期外収縮、
⼼室性期外収縮、⼼室性期外収縮、⼼室性不整脈、⼼室性期外収縮、⼼房異所性期外収
縮、⼼室性期外収縮、⼼室性期外収縮、⼼室性期外収縮、収縮不全、⼼臓失神、洞結節回
復時間の延⻑、⼼臓拡張、左⼼室不全、⼼筋梗塞、断続的な結節リズム（P波なし）、P波
の延⻑、PRセグメントの短縮、R on T現象、RTの短縮持続時間、QRS複合体の拡⼤と平坦
化、QT間隔の延⻑、T波の平坦化、再分極異常、ST-T波の変化、逆⾏性伝導、⼀過性AV解
離、⾎圧の上昇、⾎圧の低下、不安定な⾎圧、弱いまたは微妙な末梢脈拍。

⽬：筋⿇痺、視⼒障害、光に対する反応性の低い瞳孔、羞明、コントラスト感度の低下、
視⼒の低下、調節の低下、⽑様体筋⿇痺、斜視、異所性、シクロフォリア、急性⾓閉鎖緑
内障、結膜炎、乾性⾓結膜炎、失明、涙、ドライアイ/ドライ結膜炎、⽬の炎症、まぶたの
痂⽪、斜視。

胃腸：吐き気、腹痛、⿇痺性イレウス、腸⾳の減少、腹部膨満、嘔吐、胃内容排出の遅
延、⾷物吸収の減少、⾷欲不振。

全般的：過敏症、嗜眠、傾眠、胸痛、過度の喉の渇き、脱⼒感、失神、不眠症、⾆を噛
む、脱⽔症、熱を感じる、注射部位の反応。

免疫学：アナフィラキシー反応。

特別調査：⽩⾎球増加症、低ナトリウム⾎症、BUNの上昇、ヘモグロビンの上昇、⾚⾎球
の上昇、低ヘモグロビン、低⾎糖、⾼⾎糖、低カリウム⾎症、EEGでの光刺激の増加、EEG
での眠気の兆候、EEGでのアルファ波の流れ、開⼝部でのアルファ波（EEG）の遮断⽬。

代謝：給餌の失敗。

中枢神経系：運動失調、幻覚（視覚または聴覚）、発作（⼀般的に強直性クローヌス）、
異常な動き、昏睡、混乱、愚痴、めまい、記憶喪失、頭痛、腱反射の低下、反射亢進、筋
⾁のけいれん、オピストトノス、バビンスキー反射/チャドック反射、⾼張めまい、筋⾁の
クローヌス、中毒の感覚、集中⼒の低下、めまい、運動障害。

精神的：興奮、落ち着きのなさ、せん妄、妄想、不安、精神障害、躁病、引きこもり⾏
動、⾏動変化。

泌尿⽣殖器：排尿困難、尿の緊急性膨満膀胱、尿閉、おねしょ。

肺：頻呼吸、遅い呼吸、浅い呼吸、呼吸困難、苦痛な呼吸、吸気性喘鳴、喉頭炎、喉頭け
いれん、肺浮腫、呼吸不全、肋⾻下後退。
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⽪膚科：粘膜の乾燥、温かい⽪膚の乾燥、⽪膚の紅潮、⼝腔病変、⽪膚炎、ペテキアの発
疹、⻩斑の発疹、乳頭の発疹、⻩斑の発疹、瘢痕状の発疹、紅斑性の発疹、発汗/湿った⽪
膚、冷たい⽪膚、シアノ化した⽪膚、唾液分泌。

薬物乱⽤と依存

アトロピンには、依存の可能性は知られていません。

過剰投与

症状：

アトロピンによる深刻な過剰投与は、副交感神経⽀配された臓器の広範囲にわたる⿇痺を
特徴とします。乾燥した粘膜、広く拡張した無反応の瞳孔、頻脈、発熱、⽪膚の紅潮、精
神的および神経学的症状が特に顕著です。失⾒当識、躁病、幻覚、歩⾏障害、症状は48時
間以上続くことがあります。重度の中毒の場合、呼吸抑制、昏睡、循環虚脱、そして死に
⾄る可能性があります。

アトロピンの致死量は不明です。有機リン中毒の治療では、約2300〜3300 mg以上の累積
投与量が、数⽇から4〜5週間にわたって投与されてきました。⼩児では、1951年より前に
発表された医学⽂献は、すべて10か⽉から3歳の患者で、すべてアトロピン点眼薬または軟
膏に関連する4⼈の死亡を報告しています。推定総眼⽤量は、1.6、2、4、および18 mgを単
回投与（2 mg）として、または1〜2⽇にわたって投与したものでした。1950年以降に現在
発表されている⽂献のレビューでは、アトロピンに関連する⼩児の死亡は確認されていま
せん。成⼈の少数の死亡は、⼀般に、急性⼼筋梗塞に関連する徐脈の状況で、典型的な臨
床⽤量のアトロピンを使⽤して⾒られました。

0.5 mgの低⽤量では、望ましくない症状または過剰投与の反応が発⽣する可能性がありま
す。これらは、薬物の投与量が多いほど重症度と程度が増します（興奮、幻覚、せん妄、
昏睡）。新⽣児の極度の温熱療法は、経⼝でわずか0.065mgで報告されています。しか
し、有機リン中毒の存在下では、はるかに⾼⽤量のアトロピンが許容され、最適な治療に
必要であるように思われます。

処理：

⽰されているように、⽀持療法を⾏う必要があります。呼吸が低下している場合は、酸素によ
る⼈⼯呼吸が必要です。特に⼦供では、発熱を抑えるためにアイスバッグ、アルコールスポン
ジ、または低体温⽑布が必要になる場合があります。尿閉が発⽣した場合は、カテーテル検査
が必要になることがあります。アトロピンの除去は腎臓を介して⾏われるため、可能であれば
出⼒を維持および増加させる必要がありますが、過剰摂取の状況では透析が役⽴つことは⽰さ
れていません。静脈内輸液が適応となる場合があります。影響を受けた⼈の羞明のため、部屋
は暗くする必要があります。
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有毒な過剰投与の場合、著しい興奮とけいれんを制御するために、必要に応じて短時間作⽤型
のバルビツール酸塩またはジアゼパムを投与することができます。中枢抑制作⽤はアトロピン
中毒の後半に起こる鬱病と⼀致する可能性があるため、鎮静のための⼤量投与は避けるべきで
す。中枢刺激剤は推奨されません。フィゾスチグミンは、1〜4 mg（⼩児では0.5〜1.0 mg）の
ゆっくりとした静脈内注射によってアトロピン解毒剤として投与され、ほとんどの状況で⼤量
のアトロピンによって引き起こされるせん妄と昏睡を急速に無効にします。フィゾスチグミン
の作⽤期間は短いため、患者は1〜2時間後に再び昏睡状態に陥る可能性があり、反復投与が必
要になる可能性があります。ネオスチグミン、ピロカルピン、メタコリンは、⾎液脳関⾨を通
過しないため、ほとんど効果がありません。

投薬と管理

注意！
神経ガスおよび殺⾍剤中毒は、この⽤途のために特別に設計されたマスクを含む保護具の
着⽤です。

化学物質への暴露に対する⼀次保護

個⼈は、化学神経ガスおよび殺⾍剤中毒からの完全な保護を提供するために、アトロピン
およびプラリドキシムなどの解毒剤の利⽤可能性のみに依存すべきではありません。

汚染された環境からの即時の避難が不可⽋です。中毒者の除染はできるだけ早く⾏う必要
があります。

AtroPen-オートインジェクターは、コリンエステラーゼ活性を有する感受性のある有機リ
ン系神経ガス、ならびに有機リン系またはカーバメート系殺⾍剤による中毒の治療に適応
されます。AtroPen-⾃動注射器は、神経ガスまたは殺⾍剤中毒の認識と治療について⼗分
な訓練を受けた⼈が使⽤する必要があります。塩化プラリドキシムは、アトロピン療法の
重要な補助として役⽴つ可能性があります。

AtroPen-殺⾍剤または神経ガス中毒のムスカリン性症状（⼀般的に分泌物の増加による呼
吸困難）の初期治療として意図されています。決定的な医療はすぐに求められるべきで
す。AtroPen-⾃動注射器は、有機リン中毒またはカーバメート中毒の症状が現れたらすぐ
に投与する必要があります（通常、涙、過剰な経⼝分泌物、喘鳴、筋⾁の線維束性収縮な
ど）。中毒から重度の中毒では、複数のAtroPenを投与します。-アトロピン化が達成され
るまで必要になる場合があります（顔⾯紅潮、散瞳、頻脈、⼝と⿐の乾燥）。重度の中毒
では、無意識の⼈に発作が疑われる場合は、中毒の影響により古典的な強直間代性けいれ
んが⾒られない可能性があるため、抗けいれん薬を同時に投与することも望ましい場合が
あります。有機リン神経ガスや殺⾍剤による中毒では、プラリドキシムクロリドなどのコ
リンエステラーゼ再活性化剤を同時に投与することも役⽴つ場合があります。

をお勧めします3つ AtroPen-⾃動注射器は、神経ガスまたは有機リン系殺⾍剤中毒のリスク
がある各⼈に使⽤できます。以下に説明するように、軽度の症状の場合は1つ、重度の症状
の場合はさらに2つ。3つ以下のAtroPen-

患者が訓練を受けた医療の監督下にない限り、注射を使⽤する必要があります
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プロバイダー。AtroPenの異なる⽤量強度-受取⼈の年齢と体重に応じて利⽤できます。

•• 体重90ポンド（41 kg）を超える⼤⼈と⼦供
（⼀般的に10歳以上）

AtroPen®2mg （緑）

•• 体重40ポンドから90ポンド（18 ‒ 41 kg）の⼦供
（通常4〜10歳）

AtroPen®1mg （暗⾚⾊）

•• 体重15ポンドから40ポンド（7 ‒ 18 kg）の⼦供
（通常6ヶ⽉から4歳）

AtroPen®0.5mg（⻘）

•• 体重が15ポンド（7 kg）未満の乳児
（通常、⽣後6か⽉未満）

AtroPen®0.25 mg（⻩⾊）

軽度の症状の治療：

1つAtroPen-2つ以上の場合に推奨されます軽度神経ガス（神経ガス）または殺⾍剤への曝
露の症状は、曝露が既知または疑われる状況で現れます。

2つ追加のAtroPen®最初のAtroPenを受け取ってから10分後にすばやく連続して注射するこ
とをお勧めします®被害者がいずれかを発症した場合の注射重度下記の症状。可能であれ
ば、犠牲者以外の⼈が2番⽬と3番⽬のAtroPenを投与する必要があります®注射。

重度の症状の治療：

無意識またはいずれかを持っている犠牲者に遭遇した場合重度下記の症状がありました
ら、すぐに服⽤してください3つAtroPen®適切な体重ベースのAtroPenを使⽤して、犠牲者
の中央外側⼤腿部にすばやく連続して注射する®⽤量。

軽度の症状 神経ガスまたは殺⾍剤への曝露には、次のものが含まれます。
-かすみ⽬、縮瞳
-説明のつかない過度の涙⽬*
-説明のつかない過度の⿐⽔*
-突然の原因不明の過度のよだれなどの唾液分泌の増加*
-胸の張りや呼吸困難
-全⾝の震えまたは筋⾁のけいれん
-吐き気および/または嘔吐
-原因不明の喘鳴または咳
-胃けいれんの急性発症
-頻脈または徐脈

重度の症状 神経ガスまたは殺⾍剤への曝露には、次のものが含まれます。
-奇妙なまたは混乱した⾏動
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-呼吸困難または肺/気道からの重度の分泌物
-重度の筋⾁のけいれんと全⾝の脱⼒感**
-不随意の排尿と排便（糞便）*
-けいれん
-無意識

*これらの症状は、健康な乳児や幼児に⾒られることがあります。この年齢層では、これらの症状
は記載されている他の症状よりも信頼性が低くなります。神経ガスまたは農薬への曝露がわ
かっているか疑われる場合は、症状をまとめて検討する必要があります。

* *乳児は、神経ガスや農薬にさらされた直後に、眠気や無意識になり、筋⾁のけいれん
ではなく筋⾁のけいれんを起こすことがあります。

すべての犠牲者は、汚染された環境から直ちに避難する必要があります。すぐに医療援助
を求める必要があります。可能な場合は、保護マスクと⾐服を使⽤する必要があります。
除染⼿順はできるだけ早く⾏う必要があります。⽪膚への暴露が発⽣した場合は、⾐服を
脱ぎ、重曹またはアルコールでできるだけ早く髪と⽪膚を完全に洗う必要があります。

重度の中毒患者の救急医療には、⼝腔および気管⽀分泌物の除去、気道確保、酸素補給、
および必要に応じて⼈⼯呼吸を含める必要があります。⼀般に、アトロピンは低酸素症の
存在下で⼼室細動と発作の可能性を引き起こす可能性があるため、チアノーゼが克服され
るまでアトロピンを使⽤しないでください。

プラリドキシム（使⽤する場合）は、中毒の直後または直後に投与した場合に最も効果的
です。⼀般に、プラリドキシムが曝露終了後36時間以上投与された場合、毒がゆっくりと
⽼化することがわかっているか、摂取した毒の継続的な胃腸吸収の遅延などで再曝露が可
能でない限り、ほとんど達成されません。吸収の遅れが原因と考えられる致命的な再発
は、初期の改善後に報告されています。数⽇間の継続投与は、そのような患者に役⽴つか
もしれません。

中等度から重度の中毒のすべての患者の綿密な監視は、少なくとも48〜72時間必要です。

無意識の⼈に疑われる場合は、ジアゼパムなどの抗けいれん薬を投与してけいれんを治療
することができます。神経ガスといくつかの殺⾍剤の効果は、発作の運動徴候を隠すこと
ができます。

重要：神経ガスおよび殺⾍剤中毒の避難した犠牲者を⽀援する医師および/または他の医療関係者は、犠牲者の
⾐服による汚染に彼ら⾃⾝をさらすことを避けるべきである。積極的かつ安全な除染を強くお勧めします。

AtroPenを管理するための指⽰®（（図⽰された特定の⽤量を参照してください⾃助および
介護者の使⽤⽅法この添付⽂書の最後に）：
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警告：追加のAtroPenを与える®実際の神経ガスや殺⾍剤中毒がない状態で誤って注射すると、
アトロピンの過剰摂取を引き起こし、⼀時的な無能⼒化を引き起こす可能性があります（適切
に歩くことができない、はっきりと⾒える、または数時間以上はっきりと考えることができな
い）。
死を含む。

⼼臓病の患者は、重篤な有害事象のリスクがある可能性があります。

供給⽅法

AtroPen®4つの強みで供給されます。AtroPen®0.25 mg（NDC 11704-107-01）、アトロピン注射（アトロ
ピン、0.21 mg / 0.3 mL）、AtroPenを提供®0.5 mg（NDC 11704-104-01）は、アトロピン注射（アトロ
ピン、0.42 mg / 0.7 ml）、AtroPenを提供します®1 mg（NDC 11704-105-01）は、アトロピン注射（ア
トロピン、0.84 mg / 0.7 ml）、およびAtroPenを提供します®2 mg（NDC 11704-106-01）は、筋⾁内注
射⽤の滅菌溶液にアトロピン注射（アトロピン、1.67 mg / 0.7 ml）を提供します。AtroPen®は、⾃⼰管
理または介護者管理⽤に設計された⾃⼰完結型のユニットです。

25で保存°°C（77°°F）; 15〜30まで許可された遠⾜°°C（59‒86°°F）
[USP制御の室温を参照]

凍結しないようにしてください。光から保護します。

製：
MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES、INC。

コロンビア、メリーランド州21046

King Pharmaceuticals、Inc.の完全⼦会社。
1-800-776-3637

0001166
改訂08/04

[確定⽂書：最後の添付⽂書には、この場所の「ティアオフ」として「⾃助および介護者の
使⽤⽅法」の説明シートのコピーが含まれている必要があります。]

- 終わり-
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⾃助および介護者の援助の使⽤⽅法。

これらの指⽰に従ってくださいそれだけアトロピンを投与する準備ができたら

ステップ1

正しい⽤量を使⽤してください

体重90ポンドを超える⼤⼈と⼦供
（⼀般的に10歳以上）

2mgのAtroPen-

（（グリーンラベル）。

体重40ポンドから90ポンドの⼦供
（通常4〜10歳）

1mgのAtroPen-

（（ダークレッドラベル）。

体重15ポンドから40ポンドの⼦供
（通常6か⽉から4歳）

0.5mgのAtroPen-

（（⻘いラベル）。

体重が15ポンド未満の乳児。（7 kg）
（⼀般的に⽣後6ヶ⽉未満）0.25 mg 

AtroPen-（（⻩⾊ラベル）。

ステップ2

神経ガスと殺⾍剤を知っている
中毒症状

神経ガス（または神経ガス）または殺⾍剤への曝露が知られている、または疑われる
環境では、以下は神経ガス中毒の軽度および重度の症状です。

これらの症状のすべてがない場合があります。
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軽度の症状 重度の症状
•• かすみ⽬と⽬の痛み
•• 涙⽬*
•• ⿐⽔*
•• 突然のよだれなどの唾液

分泌の増加*
•• 胸の張りや呼吸困難

•• 全⾝の震えまたは筋⾁のけい
れん

•• 吐き気と嘔吐
•• 不随意の分泌物（肺/気道か

らの痰）

•• 奇妙なまたは混乱した⾏動
•• 重度の呼吸困難または肺/気道から

の重度の分泌物
•• 重度の筋⾁のけいれんと全⾝

の脱⼒感**
•• 不随意の排尿と排便

（糞便）*
•• 痙攣
•• 無意識

乳幼児の症状
*これらの症状は、健康な乳児や幼児に⾒られることがあります。この年齢

層では、これらの症状は記載されている他の症状よりも信頼性が低くな
ります。神経ガスまたは農薬への曝露がわかっているか疑われる場合
は、症状をまとめて検討する必要があります。

* *乳児は、神経の紳⼠や農薬にさらされた直後に、眠気や無意識にな
り、筋⾁のけいれんではなく筋⾁のけいれんを起こすことがありま
す。

ステップ3

軽度の症状の治療
最初の投与量：1つのAtroPenを与える-神経ガスまたは殺⾍剤への曝露の2つ以上の
MILD症状を経験した場合。ヘルパーを探し、症状が継続または悪化していないかどう
かを確認してもらいます。直ちに医師の診察を受けてください。

追加⽤量：2つの追加のAtroPen-最初のAtroPenを受け取ってから10分後にすばやく
連続して注射することをお勧めします-被害者がいずれかを発症した場合の注射重度上
記の症状。可能であれば、犠牲者以外の⼈が2番⽬と3番⽬のAtroPenを投与する必要
があります-注射。

重度の症状の治療
無意識またはいずれかを持っている犠牲者に遭遇した場合重度上記の症状、すぐに投
与する3つAtroPen-適切な体重ベースのAtroPenを使⽤して、犠牲者の⼤腿中央部にす
ばやく連続して注射する-⽤量。

警告：追加のAtroPenを与える-神経ガスや殺⾍剤中毒がない状態で誤って注射すると、アトロピ
ンの過剰摂取を引き起こし、⼀時的に無⼒化する可能性があります（はっきりと⾒えない、また
は数時間以上正しく歩くことができない）。⼼臓病の患者は、死亡を含む重篤な有害事象のリス
クがある可能性があります。

ステップ4

の使⽤⽅法2mg、
1mg、 と

0.5mgアトロピン-
（0.25mgの投与⽅向については以下を参照してください）
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（A）プラスチックスリーブの溝のある端
を⻩⾊の安全キャップの上にスナッ
プします。AtroPenを削除します-

プラスチックスリーブから。

注意：緑⾊の先端に指を置かないでく
ださい。

（B）AtroPenをしっかりと把握する-緑
の先端を下に向けて。

（C）もう⼀⽅の⼿で⻩⾊の安全キャップを
引き抜きます。

⾃助 介護者の援助 （D）緑⾊の先端を真っ直ぐ下に向けてしっ
かりとジャブします（90°°⾓度）外側の
太ももに対して。AtroPen-これを⾏う
と、デバイスがアクティブになり、薬を
送達します。⾐服を通して注射すること
は問題ありませんが、注射部位のポケッ
トが空であることを確認してください。

⾮常に痩せた⼈や⼩さな⼦供も太も
もに注射する必要がありますが、
AtroPenを与える前に-、太ももを束
ねて注射⽤のより厚い領域を提供し
ます。

⾃助 介護者の援助

（E）⾃動注⼊装置を少なくとも10秒間
しっかりと固定して、注⼊を終了さ
せます。

（F）AtroPenを取り外します-注射部位
を数秒間マッサージします。
針が⾒えない場合は、⻩⾊の安全キャッ
プが取り外されていることを確認し、⼿
順CとEを繰り返しますが、強く押しま
す。
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（G）使⽤後、硬い表⾯を使⽤して、針を
AtroPenに対して曲げて戻します-使⽤済み
のAtroPenを固定します-犠牲者の服に、ま
たは使⽤済みのAtroPenを⾒せてください-

あなたが最初に⽬にする医療関係者への⾃
動注射器。これにより、医療関係者は
AtroPenの数と投与量を確認できます。-⾃
動注射器を投与。⾃分⾃⾝と露出した個⼈
を汚染されたエリアからすぐに遠ざけてく
ださい。

医療の助けを⾒つけてみてください。

0.25MGの使⽤⽅法
アトロピン®

（A）⻩⾊いチューブからプラスチックキャップを取り外し、
AtroPenをスライドさせます-チューブから。

注意：緑⾊の先端に指を置かないでください。

（B）AtroPenをしっかりと把握する-黒い先端を下
に向けて。

（C）もう⼀⽅の⼿で灰⾊の安全キャップを引き抜きま
す。

（D）太ももを束ねて、注射⽤のより厚い領域を提
供します。黒い先端を真っ直ぐ下に向けて
（90°の⾓度で）外側の太ももにしっかりと突
き刺します。AtroPen-これを⾏うと、デバイ
スがアクティブになり、薬を送達します。

（E）⾃動注⼊装置を少なくとも10秒間しっかり
と固定して、注⼊を終了させます。
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（F）AtroPenを取り外します-注射部位を数秒間
マッサージします。針が⾒えない場合は、
灰⾊の安全キャップが取り外されているこ
とを確認し、⼿順DとEを繰り返しますが、
強く押します。

（G）使⽤後、硬い表⾯を使⽤して、針を
AtroPenに対して曲げて戻します-使⽤済み
のAtroPenを固定します-犠牲者の服に、ま
たは使⽤済みのAtroPenを⾒せてください-

あなたが⾒る次の医療関係者への⾃動注射
器。これにより、医療関係者はAtroPenの
数と投与量を確認できます。-⾃動注射器を
投与。⾃分⾃⾝と露出した個⼈を汚染され
たエリアからすぐに遠ざけてください。

さらなる医療援助を求めてください。

AtroPen-Meridian Medical 
Technologies、Inc.、Columbia、
MD21046の登録商標です。
King Pharmaceuticals、Inc.の完全⼦会社
1-800-776-3637

改訂03/04


