
NSAIDs　内服・注射　適応症　一覧
商品名 アスピリン バファリン サリチル酸Na オパイリン ポンタール ブルフェン アルボ
一般名 アスピリン アスピリン サリチル酸ナトリウム フルフェナム メフェナム酸 イブプロフェン オキサプロジン

適応症 1）関節リウマチ、リウマチ熱、変形
性関節症、強直性脊椎炎、関節周囲
炎、結合織炎、術後疼痛、歯痛、症候
性神経痛、関節痛、腰痛症、筋肉痛、
捻挫痛、打撲痛、痛風による痛み、頭
痛、月経痛 

2）急性上気道炎 

3）川崎病

1）狭心症（慢性安定狭心症，不安定
狭心症） 

2）心筋梗塞 

3）虚血性脳血管障害（一過性脳虚血
発作（TIA），脳梗塞） 

4）冠動脈バイパス術（CABG）ある
いは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）
施行後における血栓・塞栓形成の抑制 

5）川崎病

症候性神経痛 ●関節リウマチ、変形性関節症、変形
性脊椎症、腰痛症、肩胛関節周囲炎、
関節炎、症候性神経痛 

●抜歯後、歯髄炎、歯根膜炎 

●膀胱炎、前立腺炎、帯状疱疹、湿
疹・皮膚炎、紅斑症、各科領域の手術
後ならびに外傷後の炎症性反応 

●急性上気道炎

1）手術後及び外傷後の炎症及び
腫脹の緩解 

2）変形性関節症、腰痛症、症候
性神経痛、頭痛(他剤が無効な場
合)、副鼻腔炎、月経痛、分娩後
疼痛、歯痛 

3）急性上気道炎

1）関節リウマチ、関節痛及び関節
炎、神経痛及び神経炎、背腰痛、頸腕
症候群、子宮付属器炎、月経困難症、
紅斑(結節性紅斑、多形滲出性紅斑、遠
心性環状紅斑) 

2）手術並びに外傷後の消炎・鎮痛 

3）急性上気道炎

●関節リウマチ、変形性関節
症、腰痛症、変形性脊椎症、頸
肩腕症候群、肩関節周囲炎、痛
風発作 

●外傷後及び手術後の消炎・鎮
痛 

用量 1）0.5～1.5g/回、1.0～4.5g/日 

2）頓服0.5～1.5g/回 
１日２回まで　１日最大4.5g 

3）急性期有熱期間： 
30～50mg/kg/日　分３ 
解熱後の回復期から慢性期： 
1日3～5mg/kg/日　分１

1）～　4） 
81mg/日　分１ 
最大324mg/日 

5） 
急性期有熱期間： 
30～50mg/kg/日　分3 
解熱後の回復期から慢性期： 
3～5mg/kg/日

0.5～1g/回 
1日1～数回静脈内注射

375～750mg/日　分３ 

頓用：１回250mg 
１日２回まで　１日最大750mg

1）2） 
初回：500mg/回 
2回目以降：1回250mg/回（6時間
毎） 

3）頓服：500mg/回 
1日2回まで　1日最大1500mg

1）2）成人：1日600mg　分3 

小児 
5～7歳：1日 200～300mg 
8～10歳：1日 300～400mg 
11～15歳：1日 400～600mg 
分３ 

3）頓服：200mg/回 
1日2回まで　1日最大600mg

１日400mg 分１～２ 
１日最高量：600mg

商品名 ケトプロフェン坐剤 カピステン注 ソレトン・ペオン スルガム ナイキサン ニフラン フロベン
一般名 ケトプロフェン ザルトプロフェン チアプロフェン酸 ナプロキセン プロプラノフェン フルルビプロフェン

適応症 ●関節リウマチ、変形性関節
症、腰痛症、頸肩腕症候群、症
候性神経痛 

●外傷並びに手術後の鎮痛・消
炎

1）術後，外傷，各種癌，痛風発
作，症候性神経痛 

2）緊急に解熱を必要とする場合

●関節リウマチ、変形性関節
症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸
肩腕症候群 

●手術後、外傷後並びに抜歯後
の消炎・鎮痛

1）関節リウマチ、変形性関節
症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候
群、腰痛症 

2）急性上気道炎 

3）手術後及び外傷後の消炎・鎮
痛

●関節リウマチ、変形性関節症、痛風
発作、強直性脊椎炎、腰痛症、肩関節
周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎、
月経困難症、帯状疱疹 

●外傷後並びに手術後の消炎、鎮痛 

●歯科・口腔外科領域における抜歯並
びに小手術後の消炎、鎮痛

1）関節リウマチ，変形性関節
症，腰痛症，頸肩腕症候群，歯
根膜炎，痛風発作 

2）急性上気道炎 

3）外傷後，小手術後ならびに抜
歯後の消炎・鎮痛

●関節リウマチ、変形性関節
症、腰痛症、歯髄炎、歯根膜炎 

●抜歯並びに歯科領域における
小手術後の鎮痛・消炎

用量 １回50～75mg 
１日１～２回直腸内投与 

1）50mg/回 殿部筋肉内に注射 
必要に応じて1日1～2回反復注
射 

2）50mg/回 1日1～2回殿部筋
肉内に注射

240mg/日　分3 
頓服：80～160mg/回 

1）3）600mg/日　分3 
頓服：200mg/回 

2）頓服：200mg/回 
1日2回まで１日最大600mg

通常：300～600mg/日　分2～
3 

痛風発作：初回400～600mg 

頓用・外傷後並びに術後初回：
300mg/回 

1）通常：225mg/日　分3 

痛風発作： 
初日：450~675mg/日 
翌日：225mg/日　分3 

2）頓服：75mg/回 
1日2回まで1日最大225mg 

3）通常：225mg/日　分3 
頓服：75mg/回

120mg/日　分3 
頓服：40～80mg/回 

商品名 ロピオン ロキソニン ランツジール インテバン インフリー クリノリル ミリダシン
一般名 フルルビプロフェン ロキソプロフェン アセメタシン インドメタシン インドメタシン ファルネシル スリンダク プログルメタシン

適応症 下記疾患並びに状態における鎮
痛 

術後、各種癌

1）関節リウマチ、変形性関節
症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸
肩腕症候群、歯痛 

2）手術後、外傷後並びに抜歯後
の鎮痛・消炎 

3）急性上気道炎

1）肩関節周囲炎、腰痛症、頸肩
腕症候群、変形性関節症、関節
リウマチ 

2）手術後及び外傷後の消炎・鎮
痛 

3）急性上気道炎

1）関節リウマチ、変形性脊椎症、変
形性関節症、腰痛症、痛風発作、肩胛
関節周囲炎、急性中耳炎、症候性神経
痛、膀胱炎、前立腺炎、歯痛、顎関節
症、歯槽骨膜炎、多形滲出性紅斑、結
節性紅斑、掌蹠膿疱症 

2）手術後及び外傷後の炎症及び腫脹
の緩解 

3）急性上気道炎

関節リウマチ 
変形性関節症 
腰痛症 
肩関節周囲炎 
頸肩腕症候群

関節リウマチ 
変形性関節症 
腰痛症 
肩関節周囲炎 
頸肩腕症候群 
腱・腱鞘炎

関節リウマチ 
変形性関節症 
腰痛症 
頸肩腕症候群 
肩関節周囲炎

用量 50mg/回 
できるだけゆっくり静注 
必要に応じて反復投与 
＊経口投与が不可能な場合又は
効果が不十分な場合

１）２） 
180mg/日　分3 
頓服：60～120mg/回 

3）頓服：60mg/回 
1日2回まで　1日最大180mg

1） 2）  90～120mg/日 
1日最高：180mg 

3）頓服：30mg/回 
1日2回まで　1日最大90mg

1）2） 50~75mg/日　分2 

3）頓服：25mg/回 
1日2回まで　1日最大75mg

400mg/日　分2 300mg/日　分2 食直後 270mg/日　分3 食直後

商品名 ボルタレン錠 ボルタレンSRカプセル フルカム バキソ モービック ロルカム ジソペイン
一般名 ジクロフェナク アンピロキシカム ピロキシカム メロキシカム ロルノキシカム モフェゾラク

適応症 1）関節リウマチ、変形性関節症、変
形性脊椎症、腰痛症、腱鞘炎、頸肩腕
症候群、神経痛、後陣痛、骨盤内炎
症、月経困難症、膀胱炎、前眼部炎
症、歯痛 

2）手術ならびに抜歯後の鎮痛・消炎 

3）急性上気道炎

関節リウマチ 
変形性関節症 
腰痛症 
肩関節周囲炎 
頸肩腕症候群

関節リウマチ 
変形性関節症 
腰痛症 
肩関節周囲炎 
頸肩腕症候群 

注1）腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕
症候群▶慢性期のみ 

注2）他治療効果が不十分の時のみ

関節リウマチ 
変形性関節症 
腰痛症 
肩関節周囲炎 
頸肩腕症候群

●関節リウマチ、変形性関節
症、腰痛症、頸肩腕症候群、肩
関節周囲炎 

●手術後、外傷後及び抜歯後の
消炎・鎮痛

１）関節リウマチ、変形性関節
症、腰痛症、頸肩腕症候群、肩
関節周囲炎 

２）手術後、外傷後及び抜歯後
の消炎・鎮痛

●腰痛症，頚腕症候群，肩関節
周囲炎 

●手術後，外傷後ならびに抜歯
後の消炎・鎮痛

用量 1）２） 
75～100mg/日　分3 
頓服:25～50mg/回 

3） 
頓服25～50mg/回 
１日２回まで１日最大100mg

1回37.5mgを1日2回食後 27mg/日　分1　食後 

1日最大27mg

20mg/日　分1 
1日最高：20mg 
2週間で再評価

10mg/日　分1 食後 
１日最高15mg

１）12mg/日　分3 
1日最高18mg 

２）頓服：8mg/回 
１回最高：８mg 
１日最高：24mg 
投与期間：３日まで

225mg/日　分3　食後 
頓服：75～150mg/回

商品名 ハイペン・オステラック レリフェン ソランタール スルピリン注 セレコックス
一般名 エトドラク ナブメトン チララミド スルピリン セレコキシブ

適応症 ●関節リウマチ、変形性関節
症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸
腕症候群、腱鞘炎 

●手術後並びに外傷後の消炎・
鎮痛

関節リウマチ 
変形性関節症 
腰痛症 
頸肩腕症候群 
肩関節周囲炎

1）各科領域の手術後並びに外傷後の
鎮痛・消炎 

2）下記疾患の鎮痛・消炎 

関節炎、腰痛症、頸肩腕症候群、骨盤
内炎症、軟産道損傷、乳房うっ積、帯
状疱疹、多形滲出性紅斑、膀胱炎、副
睾丸炎、前眼部炎症、智歯周囲炎 

3）抜歯後の鎮痛・消炎 

4）急性上気道炎の鎮痛消炎

他の解熱剤では効果が期待でき
ないか、あるいは他の解熱剤の
投与が不可能な場合の緊急解熱

１）関節リウマチ 

２）変形性関節症、腰痛症、肩
関節周囲炎、頸肩腕症候群、
腱・腱鞘炎 

３）手術後、外傷後並びに抜歯
後の消炎・鎮痛 

用量 通常、成人にはエトドラクとし
て1日量400mgを朝・夕食後の2
回に分けて経口投与する。 
なお、年齢、症状により適宜増
減する

通常、成人にはナブメトンとして
800mgを1日1回食後に経口投与
する。 
なお、年齢・症状により適宜増
減する。

１）～３） 
300mg/日　分3 

４） 
頓服100mg/回 
１日２回まで　１日最大300mg

0.25g/回 
最大0.5g/回 
皮下又は筋肉内に注射 
症状の改善なし▶１日２回を限
度 

１）200～400mg/日　分2 

２）200mg/日　分2 

３） 
初回：400mg/回 
2回目以降：400mg/日 分2投与間隔 
> 6時間以上 

頓用 
初回：400mg/回 
以降は200mg/回 
6時間以上あけて 
1日2回まで
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