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ダウンロード

日化辞番号 

J356.147J 

(旧日化辞

番号：

J356.146A)

物質タイプ 混合物等

分子式 
Br 

C34H57N2O4

分子量 637.744

CAS登録番号 50700-72-6

法規制番号 

体系名 

1-[3α,17β-ビス(アセチルオキシ)-2β-(1-ピペリジニル)-5α-ア

ンドロスタン-16β-イル]-1-メチルピペリジニウム・ブロミド 

1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-ビス(アセチルオキシ)-2-(1-ピ

ペリジニル)アンドロスタン-16-イル]-1-メチルピペリジニウム・ブ

ロミド 

慣用名 

ノルクロン 

Org NC-45 

Norcuron 

ベクロニウムブロミド 

Vecuronium bromide 

臭化ベクロニウム 

マスキュラックス 

Musculax 

ベクロニウム臭化物 

マスキュレート 

Muscurate 

成分日化辞番号 

用途語 神経筋遮断薬

リンク先機関名 
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 ダウンロード

日化辞番号 J355.440F

物質タイプ 
構造情報あ

り

分子式 C34H57N2O4

分子量 557.84

CAS登録番号 86029-43-8

法規制番号 

体系名 

1-[3α,17β-ビス(アセチルオキシ)-2β-(1-ピペリジニル)-5α-ア

ンドロスタン-16β-イル]-1-メチルピペリジニウム 

1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-ビス(アセチルオキシ)-2-(1-ピペ

リジニル)アンドロスタン-16-イル]-1-メチルピペリジニウム 

慣用名 

ベクロニウム 

Vecuronium 

1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-Bis(acetyloxy)-2-(1-piperidinyl)

androstan-16-yl]-1-methylpiperidinium 

1-[3α,17β-Bis(acetyloxy)-2β-(1-piperidinyl)-5α-androstan-

16β-yl]-1-methylpiperidinium 

成分日化辞番号 - 

用途語 神経筋遮断薬

リンク先機関名 
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ダウンロード

日化辞番号 J468.184C

物質タイプ 
構造情報あ

り

分子式 C32H55N2O3

分子量 515.803

CAS登録番号 74041-85-3

法規制番号 

体系名 

1-(3α-ヒドロキシ-17β-アセチルオキシ-2β-ピペリジノ-5α-ア

ンドロスタン-16β-イル)-1-メチルピペリジニウム 

1-[17β-(アセチルオキシ)-2β-(1-ピペリジニル)-3α-ヒドロキシ-

5α-アンドロスタン-16β-イル]-1-メチルピペリジニウム 

1-(3α-ヒドロキシ-17β-アセトキシ-2β-(1-ピペリジニル)-5α-

アンドロスタン-16β-イル)-1-メチルピペリジニウム 

慣用名 

3α-OH-ベクロニウム 

3α-OH-Vecuronium 

3-デスアセチルベクロニウム 

1-(3α-Hydroxy-17β-acetyloxy-2β-piperidino-5α-androstan-

16β-yl)-1-methylpiperidinium 

Org-7268 

3-Desacetylvecuronium 

1-[17β-(Acetyloxy)-2β-(1-piperidinyl)-3α-hydroxy-5α-

androstane-16β-yl]-1-methylpiperidinium 

3-ヒドロキシベクロニウム 

3-Hydroxyvecuronium 

1-(3α-Hydroxy-17β-acetoxy-2β-(1-piperidinyl)-5α-

androstane-16β-yl)-1-methylpiperidinium 

成分日化辞番号 - 

用途語 

リンク先機関名 
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 ダウンロード

日化辞番号 J468.185A

物質タイプ 
構造情報あ

り

分子式 C30H53N2O2

分子量 473.766

CAS登録番号 

法規制番号 

体系名 

1-(3α,17β-ジヒドロキシ-2β-ピペリジノ-5α-アンドロスタン-16

β-イル)-1-メチルピペリジニウム 

1-(3α,17β-ジヒドロキシ-2β-(1-ピペリジニル)-5α-アンドロスタ

ン-16β-イル)-1-メチルピペリジニウム 

慣用名 

3α,17β-OH-ベクロニウム 

3α,17β-OH-Vecuronium 

3,17-デスアセチルベクロニウム 

1-(3α,17β-Dihydroxy-2β-piperidino-5α-androstan-16β-yl)-

1-methylpiperidinium 

1-(3α,17β-Dihydroxy-2β-(1-piperidinyl)-5α-androstane-16

β-yl)-1-methylpiperidinium 

成分日化辞番号 - 

用途語 

リンク先機関名 
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