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〔ケトプロフェン注射液〕

注射用鎮痛・解熱・抗炎症剤

貯 法：遮光，室温保存
使用期限： 3年（外装容器に表示）

劇 薬

処方箋医薬品注）

注）注意－医師等の処方箋により使用すること。

※カピステン筋注（旧製品名）として

1989年 1 月販売開始

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】＊

消化性潰瘍のある患者[プロスタグランジン生合成抑制作用

により，消化性潰瘍を悪化させることがある。]

1 ．

重篤な血液の異常のある患者[血液の異常を悪化させるおそ

れがある。]

2 ．

重篤な肝障害のある患者[肝障害を悪化させるおそれがあ

る。]

3 ．

重篤な腎障害のある患者[プロスタグランジン生合成抑制作

用による腎血流量の低下等により，腎障害を悪化させるお

それがある。]

4 ．

重篤な心機能不全のある患者[腎のプロスタグランジン生合

成抑制作用により浮腫，循環体液量の増加が起こり，心臓

の仕事量が増加するため症状を悪化させることがある。]

5 ．

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者6 ．

アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発

作の誘発）又はその既往歴のある患者[アスピリン喘息発作

を誘発することがある。]

7 ．

シプロフロキサシンを投与中の患者（「相互作用」の項参照）8 ．

妊娠後期の女性（「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」の項参

照）

9 ．

【組成・性状】
組成1．

成分・含量（ 1アンプル中） 日局ケトプロフェン50mg

添加物（ 1アンプル中）
Ｌ-アルギニン36mg，ベンジルアルコー

ル25mg，pH調整剤

製剤の性状2．

剤形 アンプル剤（淡つ色透明のガラス製アンプル）

容量 2.5mL

浸透圧比 0.6～0.8（0.9％生理食塩液に対する比）

pH 5.5～7.5

色調・性状 無色澄明・水性注射剤

【効能・効果】
下記の疾患ならびに状態における鎮痛・消炎1 ．

術後，外傷，各種癌，痛風発作，症候性神経痛

緊急に解熱を必要とする場合2 ．

【用法・用量】
鎮痛・消炎の目的に用いる場合：通常，成人にはケトプロフェ

ンとして１回50mgを殿部筋肉内に注射し，その後必要に応じて

1 日 1 ～ 2 回反復注射する。なお，年齢，症状により適宜増減

する。

1 ．

解熱の目的に用いる場合：通常，成人にはケトプロフェンとし

て１回50mgを 1 日 1 ～ 2 回殿部筋肉内に注射する。なお，年

齢，症状により適宜増減する。

2 ．

【使用上の注意】
慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）1．

消化性潰瘍の既往歴のある患者[消化性潰瘍を再発させるこ

とがある。]

（ 1）

血液の異常又はその既往歴のある患者[血液の異常を悪化又

は再発させるおそれがある。]

（ 2）

出血傾向のある患者[血小板機能低下が起こることがあるの

で，出血傾向を助長することがある。]

（ 3）

肝障害又はその既往歴のある患者[肝障害を悪化又は再発さ

せるおそれがある。]

（ 4）

腎障害又はその既往歴のある患者[腎障害を悪化又は再発さ

せるおそれがある。]

（ 5）

心機能異常のある患者[心機能を悪化させるおそれがある。]（ 6）

過敏症の既往歴のある患者（ 7）

気管支喘息のある患者[アスピリン喘息を誘発することがあ

る。]

（ 8）

高齢者（「高齢者への投与」の項参照）（ 9）

潰瘍性大腸炎の患者[症状が悪化するおそれがある。]（10）

クローン病の患者[症状が悪化するおそれがある。]（11）

重要な基本的注意2．

過敏症状を予測するため十分な問診を行うこと。（ 1）

消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であるこ

とに留意すること。

（ 2）

症候性神経痛等の慢性疾患に対し本剤を用いる場合には，次

の事項を考慮すること。

（ 3）

長期投与する場合には定期的に臨床検査（尿検査，血液検

査及び肝機能検査等）を行うこと。

また，異常が認められた場合には減量，休薬等の適切な処

置を行うこと。

1 ）

薬物療法以外の療法も考慮すること。2 ）

術後，外傷及び解熱時に本剤を用いる場合には，次の事項を

考慮すること。

（ 4）

炎症，疼痛及び発熱の程度を考慮し投与すること。1 ）

原則として同一の薬剤の長期投与を避けること。2 ）

感染による発熱に対する抗菌剤の投与等，原因療法があれ

ばこれを行うこと。

3 ）

患者の状態を十分観察し，副作用の発現に留意すること。過

度の体温下降，虚脱，四肢冷却等があらわれることがあるの

で，特に高熱を伴う小児及び高齢者又は消耗性疾患の患者に

おいては，投与後の患者の状態に十分注意すること。

（ 5）

感染症を不顕性化するおそれがあるので，感染症を合併して

いる患者に対し用いる場合には適切な抗菌剤を併用し，観察

を十分行い慎重に投与すること。

（ 6）

他の消炎鎮痛剤との併用は避けることが望ましい。（ 7）

高齢者及び小児には副作用の発現に特に注意し，必要最小限

の使用にとどめるなど慎重に投与すること。（「高齢者への投

与」及び「小児等への投与」の項参照）

（ 8）

相互作用3．

併用禁忌（併用しないこと）（ 1）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

シプロフロキサシン

シプロキサン

痙攣を起こすことがあ

る。

シプロフロキサシンの

GABA受容体結合阻害作

用が併用により増強さ

れ，中枢神経系の興奮

性を増大すると考えら

れる。
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併用注意（併用に注意すること）（ 2）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ニューキノロン系抗菌

剤

（シプロフロキサシン

は併用禁忌）

エノキサシン水和物

等

痙攣を起こすおそれが

ある。

ニューキノロン系抗菌

剤のGABA受容体結合阻

害作用が併用により増

強され，中枢神経系の

興奮性を増大すると考

えられる。

メトトレキサート メトトレキサートの作

用が増強されることが

あるので，必要があれ

ば減量すること。

プロスタグランジン生

合成阻害作用により腎

血流が減少し，メトト

レキサートの腎排泄を

減少させ，メトトレキ

サートの血中濃度を上

昇させると考えられ

る。

リチウム製剤

炭酸リチウム

リチウム中毒を起こす

おそれがあるので，必

要があれば減量するこ

と。

プロスタグランジン生

合成阻害作用によりリ

チウムの腎排泄を減少

させ，リチウムの血中

濃度を上昇させると考

えられる。

クマリン系抗凝血剤

ワルファリン

抗凝血作用を増強する

ことがあるため，必要

があれば減量するこ

と。

プロスタグランジン生

合成阻害作用により血

小板凝集が抑制される

ため，また，ワルファ

リンの蛋白結合と競合

し，遊離型ワルファリ

ンが増加するためと考

えられる。

血小板凝集抑制作用を

有する薬剤

クロピドグレル

出血傾向を助長するお

それがある。

相互に作用を増強する

と考えられる。

選択的セロトニン再取

り込み阻害剤（SSRI）

フルボキサミン，

パロキセチン等

消化管出血のおそれが

ある。

相互に作用を増強する

と考えられる。

チアジド系利尿剤

トリクロルメチアジ

ド，

ヒドロクロロチアジ

ド等

利尿・降圧作用を減弱

させるおそれがある。

プロスタグランジン生

合成阻害作用により，

水，Naの体内貯留が生

じ，利尿剤の水，Na排

泄作用に拮抗するため

と考えられる。

カリウム保持性利尿剤

スピロノラクトン等

エプレレノン

本剤との併用により，

降圧作用の減弱，腎機

能障害患者における重

度の高カリウム血症が

発現するおそれがあ

る。

本剤の腎におけるプロ

スタグランジン生合成

阻害によるためと考え

られている。

ACE阻害剤，

A-II受容体拮抗剤

腎機能が悪化している

患者では，さらに腎機

能が悪化するおそれが

ある。

機序不明

副作用4．＊＊
＊

総症例1,062例中， 6 例(0.56％)，10件に副作用が認められ

た。主な副作用は，注射部位の痛み 3 件(0.28％)等であった

（再審査終了時）。

重大な副作用（ 1）

ショック，アナフィラキシー（0.1％未満）：ショック，ア

ナフィラキシー（蕁麻疹，呼吸困難等）があらわれることが

あるので，異常が認められた場合には投与を中止し，適切

な処置を行うこと。

1 ）

中毒性表皮壊死症（0.1％未満）：中毒性表皮壊死症（Lyell

症候群）があらわれることがあるので，観察を十分に行い，

このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

2 ）

急性腎障害，ネフローゼ症候群（頻度不明）：急性腎障害，

ネフローゼ症候群があらわれることがあるので，定期的に

検査を行うなど観察を十分に行い，異常が認められた場合

には投与を中止すること。

3 ）

その他の副作用（ 2）

0.1～ 1 ％未満 0.1％未満 頻度不明

過敏症注１） 発疹，ぐ痒感等

消化器 消化性潰瘍注１），胃

腸出血注１），悪心・

嘔吐，胸やけ等

肝臓 AST（GOT），ALT

（GPT）の上昇等

血液注２） 貧血，顆粒球減

少，白血球減少，

血小板減少等

血小板機能低下

（出血時間の延長）

等

精神神経系 めまい，眠気

その他 注射部位の痛み 硬結等 浮腫

注 1）発現した場合には，投与を中止すること。

注 2 ）血液検査を行うなど観察を十分に行い，異常が認められた場

合には直ちに投与を中止すること。

高齢者への投与5．

一般に高齢者では生理機能が低下しているので，用量並びに

投与間隔に留意するなど，慎重に投与すること。

妊婦，産婦，授乳婦等への投与6．＊

妊婦（妊娠後期以外）又は妊娠している可能性のある女性に

は，治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの

み投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立して

いない。]

（ 1）

妊娠後期の女性には投与しないこと。[外国で妊娠後期の女

性に投与したところ，胎児循環持続症（PFC），胎児腎不全が

起きたとの報告がある。]

（ 2）

ケトプロフェンの外皮用剤を妊娠中期の女性に使用し、羊水

過少症が起きたとの報告があるので、必要最小限の使用にと

どめるなど慎重に使用すること。

（ 3）

動物実験（ラット）で周産期投与による分娩遅延，妊娠末期投

与による胎児の動脈管収縮が報告されている。

（ 4）

授乳中の女性に投与する場合には授乳を避けさせること。

[授乳中の投与に関する安全性は確立していないが，動物実

験（ラット）で乳汁中への移行が報告されている。]

（ 5）

小児等への投与7．

低出生体重児，新生児，乳児，幼児又は小児に対する安全性

は確立していない。

適用上の注意8．

投与経路：筋注にのみ使用すること。（ 1）

調製時：（ 2）

アンプルカット時にエタノール綿等で清拭し，カットする

こと。

1 ）

他剤との混合注射を避けることが望ましい。2 ）

筋肉内投与時：（ 3）

神経走行部位を避けるように注意して注射すること。1 ）

繰り返し注射する場合には，例えば左右交互に注射するな

ど，注射部位をかえて行うこと。

2 ）

注射針を刺入したとき，激痛を訴えたり血液の逆流をみた

場合には直ちに針を抜き，部位をかえて注射すること。

3 ）

保存時：本剤は光により白濁するので，開封後，アンプルは

内箱（遮光ケース）に入れた状態で保存すること。なお，白濁

が認められた場合は使用しないこと。

（ 4）

その他の注意9．

非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性にお

いて，一時的な不妊が認められたとの報告がある。

【薬物動態】
健康成人男子16名にケトプロフェン50mgを殿部筋肉内に投与した場

合，ほぼ30分前後に最高血中濃度（6.7μg/mL）を示し，その後漸減し，

6 時間後には0.2μg/mLの濃度であった。また，AUCは10.5μg・hr/mLで

あった。1)
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【臨床成績】
臨床試験 2 ～ 7 ）

全国 6 施設で実施された臨床試験95例における各適応疾患に対する効

果は次のとおりである。

疾患名 改善数（中等度改善以上） 改善率

外傷・術後疼痛 26/38 68.4%

癌性疼痛 9/11 81.8%

痛風発作 6/14 42.9%

症候性神経痛 12/20 60.0%

発熱性疾患 9/12 75.0%

合計 62/95 65.3%

【薬効薬理】
鎮痛作用 8 ）1 ．

マウスを用いたフェニルキノンストレッチング法ではケトプロ

フェンはペンタゾシンの 5 倍，酢酸ストレッチング法では約1/2，

改変Haffner法ではほぼ同等の鎮痛作用を示し，いずれの実験法で

もスルピリンより強力であった。

ラットを用いたRandall&Selitto法では，ペンタゾシンは正常足，

炎症足とも鎮痛作用を示したが，ケトプロフェンは炎症足の方によ

り強い鎮痛作用を示した。

解熱作用 8 ）2 ．

パン酵母発熱ラットにおいて，ケトプロフェンの筋肉内投与は，

用量依存性の著明な解熱作用を示し，約10倍量のスルピリンと同程

度の強さを示した。

抗炎症作用 8 ）3 ．

ラットのカラゲニン足蹠浮腫に対して，ケトプロフェンの筋肉内

投与は，スルピリンの約14倍の抑制作用を示した。

作用機序 9 ～12）4 ．

ケトプロフェンの鎮痛・解熱・抗炎症作用の作用機序として，①

ブラジキニン遊離抑制作用（ラット）9 ），②プロスタグランジン合

成抑制作用(in vitro ) 1 0 ），③タンパク熱変性抑制作用(in

vitro )１１），④血管透過性亢進抑制作用（ウサギ）12），⑤白血球遊走

阻止作用(in vitro )12）等が考えられる。

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：ケトプロフェン Ketoprofen (JAN)

化学名：(2RS )-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid

構造式：

H

O

CH3

CO2H

分子式：C16H14O3

分子量：254.28

融 点：94～97℃

性 状：白色の結晶性の粉末である。

メタノールに極めて溶けやすく，エタノール（95）又はアセトン

に溶けやすく，水にほとんど溶けない。

エタノール（99.5）溶液（ 1→100）は旋光性を示さない。

光によって微黄色になる。

【包装】
カピステン筋注50mg：10アンプル，50アンプル
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【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】＊＊

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

キッセイ薬品工業株式会社 くすり相談センター

〒112-0002 東京都文京区小石川 3丁目 1番 3号

フリーダイヤル：0120-007-622
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