
謹啓
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「相互接続防止コネクタに係る国際規格（ISO（IEC）80369シリーズ）の導入について※」により、局所麻酔剤
キシロカイン注シリンジ0.5%・キシロカイン注シリンジ1%の相互接続防止コネクタ対策品「ISO 80369-6：ロック
タイプ」を発売致します。
これにより、2019年8月23日以降、キシロカイン注シリンジにつきましては、現使用製品と「ISO 80369-6」対応品の
2種類の製品が流通することとなります。両製品のご採用を検討されている医療機関におかれましては、院内で2種類
の製剤があることについて周知をお願い申し上げます。
今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

卸特約店様へのご発注の際には、お間違えのないようご注意ください。
また、「ISO 80369-6」対応の本製品ご使用いただく際には、対応した各種針や延長チューブ等が必要になります。詳細
につきましては本リーフレット中面をご確認ください。

※平成29年10月4日付け医政総発1004第1号、薬生薬審発1004第1号、薬生機審発1004第1号、薬生安発1004第1号厚生労働省医政局
総務課長、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、同医療機器審査管理課長、同医薬安全対策課長連名通知

相互接続防止コネクタ対策品
キシロカイン®注シリンジ発売のお知らせ

2019年7月
アスペンジャパン株式会社

記

局所麻酔剤

■ 発売予定日 ： 2019年8月23日

■ ISO 80369-6製品（主に神経麻酔に使用） 基本情報：

キシロカイン注シリンジ0.5%

品名 包装 薬価

シリンジ10mL×10シリンジ 211円／シリンジ

シリンジ10mL×10シリンジ 201円／シリンジキシロカイン注シリンジ1%

キシロカイン注シリンジ0.5%

品名 包装 薬価

シリンジ10mL×10シリンジ 211円／シリンジ

シリンジ10mL×10シリンジ 201円／シリンジキシロカイン注シリンジ1%

【参考 ： 現使用製品（主に神経麻酔以外に使用）】引き続き販売を行います。

■ 基本情報
キシロカイン注シリンジ0.5%品名 キシロカイン注シリンジ1%

1214400G1025薬価基準収載コード 1214400G2021
1214400G1025個別医薬品コード（YJコード） 1214400G2021

886003225統一商品コード 886003232
レセプト電算処理システムコード

（01）04987886001177調剤包装単位コード （01）04987886001184
（01）14987886003222販売包装単位コード （01）14987886003239

1169812020201HOT番号 1169829020201
H：195mm×W：94mm×D：125mm個装箱サイズ H：195mm×W：94mm×D：125mm

以上
販売

620002936 620002937

■ 基本情報
キシロカイン注シリンジ0.5%品名 キシロカイン注シリンジ1%

1214400G1025薬価基準収載コード 1214400G2021
1214400G1025個別医薬品コード（YJコード） 1214400G2021
886002822統一商品コード 886002839

レセプト電算処理システムコード
（01）04987886000774調剤包装単位コード （01）04987886000781
（01）14987886002829販売包装単位コード （01）14987886002836
1169812020101HOT番号 1169829020101

H：195mm×W：94mm×D：125mm個装箱サイズ H：195mm×W：94mm×D：125mm

620002936 620002937
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キシロカイン注シリンジ（ISO 80369-6） キシロカイン注シリンジ（現使用製品）

キシロカイン注シリンジ（ISO 80369-6）につきましては、シリンジラベル、ブリスター包装の他、個装箱にも、
左記の「ISO 80369-6」マークを記載いたします。

キシロカイン注シリンジ（ISO 80369-6）

【参考】現使用製品：キシロカイン注シリンジ

表示例 ： キシロカイン注シリンジ1%

（上記イメージは、ISO-6対策品発売に伴う包装変更後のデザインです。）（イメージ）
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