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アセトアミノフェンによる薬剤性肺炎の 1 例
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要旨：発熱，労作時呼吸困難により発症したアセトアミノフェンによる薬剤性肺炎を報告した．症例は 49
歳，女性．頭痛のため市販感冒薬（ベンザブロック SP ：アセトアミノフェン含有）を服薬し，その後 4
日目より発熱，全身倦怠感が出現するため近医を受診した．アセトアミノフェン（ピリナジン ）の処方を
再度受けた後，さらに労作時の呼吸困難が出現するため入院となった．入院時，低酸素血症，炎症反応を認
め，さらに胸部 X 線写真ではび漫性の粒状，斑状陰影を認めた．入院後薬剤性肺炎を疑い，内服薬の中止
により臨床症状，胸部 X 線写真の改善傾向をみとめた．経気管支肺生検では肉芽腫を伴う好酸球性肺炎の
像を認めた．Lymphocyte stimultation test ではアセトアミノフェン（ピリナジン ）が陽性を示し，本薬剤
による薬剤性肺炎と診断した．胸部 X 線写真上陰影が残存するため，Prednisolone の内服投与を行い，陰
影の消失が認められた．アセトアミノフェンは市販感冒薬にも含まれ，服薬頻度は多く，薬剤性肺炎の発症
に注意が必要である．
キーワード：薬剤性肺炎，アセトアミノフェン，リンパ球刺激テスト
Drug-induced pneumonia，Acetaminophen，Lymphocyte stimulation test

出現が認められるため近医を受診した．その後もアセト

はじめに

，メフェナム酸（ポンター
アミノフェン（ピリナジン ）

薬剤性肺炎は多くの薬剤により発症可能で，全ての薬

，マーズレン S の処方をうけたが，さらに労作時
ル ）

剤にその可能性があると言っても過言ではない．薬剤性

の呼吸困難が出現し，増悪するため当院呼吸器内科に入

肺炎を診断するためには，本症を疑う事が重要である．

院となった．

アセトアミノフェンは非ピリン系の解熱鎮痛剤で，副

入院時現症：身長 151 cm， 体重 66.5 Kg， 体温 38℃，







作用は比較的少ないが，市販の感冒薬にも含まれ，服薬

血 圧 138 92 mmHg，脈 拍 90 分，呼 吸 数 23 回 分，両

頻度は多い薬剤と考えられる．しかし，本薬剤による薬

肺野に fine crackles を聴取した． 意識清明で心， 腹部，

剤性肺炎の発症は稀であり1）〜4），原因薬剤として考慮さ

神経学的に異常所見はなく，バチ状指，下肢の浮腫，発

れないことがある．本症例のように臨床的に薬剤性肺炎

疹なども認めなかった．

が疑われる場合，感冒薬服薬の有無も注意して聴取し，
いち早く原因薬剤を中止することが必要と考えられた．

症

（Neu 60％，Ly 27.6％，Mon 6.6％，Eo 5.3％，Ba 0.5％）
，



血沈 67 mm 1 時間，CRP

例



入院時検査所見（Table 1，2）
：白血球数は 6,600 mm3





7.1 mg dl と炎症反応を認め



た．LDH は 117 IU L と 高 値 を 示 し た．IgE は 10 U L

症例：49 歳，女性．

以下であった．一般喀痰培養検査では常在菌のみであっ

主訴：発熱，労作時呼吸困難．

た．動脈血液ガス分析では大気下で PH 7.45，PaO2 59.5

既往歴：特記することなし．

mmHg，PaCo2



嗜好歴：10 年前まで 10〜20 本 日の喫煙，以後現在
まで禁煙中．
現病歴：1996 年 11 月 27 日頃頭痛が出現するためア

37.6 mmHg と低酸素血症を認めた．肺

機能検査では VC 1.91 L，％VC 74.6％，FEV1 1.4 L，FEV1

 

％82.4％，DLco 11.9 ml min mmHg，％DLco 70.1％ で
あった．

セトアミノフェンを含有する市販感冒薬（ベンザブロッ

血清マイコプラズマ抗体は CF が 1 : 20 以下，IHA は

ク SP ）の内服を始めた．12 月 1 日頃より悪寒，37℃

1 : 4 以下であった．血清クラミジア抗体は MFA 法で

台の発熱が出現，さらに 12 月 2 日には 39℃ 台の発熱の

IgG が 1 : 512，IgA は 1 : 16 以下であった．インフルエ

〒701―0192 倉敷市松島 577
川崎医科大学呼吸器内科
（受付日平成 9 年 5 月 16 日）

ンザ A（CF）
，インフルエンザ B（CF）は 4 未満，ア
デノウイルス（CF）も 4 未満であった．可溶性 IL-2 re-



ceptor は 331 U ml と正常範囲内であった．心電図には
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Table 1 Laboratory data on admission
CBC
Hb
11.5 g/dl
RBC
397 × 104 /μl
WBC
6,600 /μl
Neu.
60 %
Eo.
5.3 %
Lym.
27.6 %
Mo.
6.6 %
Baso.
0.5 %
Blood Chemistry
TP
6.7 g/dl
3.1 g/dl
Alb
40 IU/l
AIP
117 IU/l
LDH
17 IUl
GPT
11 IU/l
GOT
0.7 mg/dl
Crn
191 mg/dl
T. Cho
7.1 mg/dl
CRP
67 mm/hr
ESR
＜ 10 U/ml
IgE

Blood gas analysis
pH
7.45
PaO2
59.5 mmHg
37.6 mmHg
PaCO2
＋ 3.5 mEq/l
BE
Pulmonary function test
1.91 l
VC
74.6 %
%VC
1.40 l
FEV1
FEV1%
82.4 %
DLco
11.94 ml/min/mmHg
%DLco
70.1 %
Soluble IL-2 receptor
331 U/ml
Sputum Cytology : Class I
eosinophil ( ＋ )
PPD test
0 × 0/8 × 8 mm

Table 2
Bronchoalveolar lavage fluid
Recovery rate
50%
CD3
75.5%
Total cell
2.4 × 106/ml
CD4
31.0%
CD8
46.1%
Differentiation
CD4/8 0.67
macrophage
44%
lymphocyte
39%
eosinophil
2%
neutrophil
15%
Drug lymphocyte stimulation test (Peripheral blood)
acetaminophen 204%
mefenamic acid 118%

Fig. 2 Chest CT scan revealed ground-glass opacities
and reticulonodular opacities in peripheral dominant.

異常所見は認められなかった．
胸部 X 線写真：入院時胸部 X 線写真（12 月 6 日撮影）
では斑状，粒状，線状陰影が両肺野，び慢性で外側優位
に認められた（Fig. 1）
．胸部 CT（12 月 8 日撮影）でも
び漫性，肺の辺縁優位に細気管支中心性，また粒状，斑
状，小葉間隔壁の病変を表すと思われる線状の陰影が認
められた（Fig. 2）
．
入院後経過（Fig. 3）
：入院後，薬剤性肺炎を疑い全て
の内服薬を中止したところ，臨床症状，検査データの軽
快が得られた．しかし，入院第 2 日目，12 月 8 日の胸
Fig. 1 Cest X-ray film on admission. Diffuse groundglass and reticulonodular opacities were observed.

部 X 線写真では軽度の陰影の軽快傾向を認めるのみで，
陰影は残存していたため 12 月 9 日に経気管支肺生検
（TBLB）を右 B3b で，気管支肺胞洗浄（BAL）を右 B4
で施行した．

アセトアミノフェンによる薬剤性肺炎の 1 例
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Fig. 3 Clinical course

TBLB では肺胞壁にはリンパ球，また一部に中等度の
好酸球の浸潤が見られた．また，肺胞腔内にはリンパ球，
軽度の好酸球さらにマクロファージが認められた．肺胞
II 型上皮は軽度の腫大，過形成が認められた．一部の肺
胞腔内でマクロファージの融合した肉芽腫が認められた
（Fig. 4）
．細気管支は採取されていなかった．BALF で



は細胞数は 2.4×106 ml，リンパ球の比率は増加し，CD



4 8 は 0.67 と低下していた．
a

薬剤性肺炎の診断目的で発症前に服薬していたベンザ
ブロック SP （アセトアミノフェン 0.9 g，塩酸フェニ
ルプロパノールアミン 75 g，マレイン酸クロルフェヌ
ラミン 7.5 g，リン酸ジヒデロコデイン 24 mg，セラペ
プターゼ 15 mg，無水カフェイン 75 mg，水酸化アルミ
ニュム炭酸水素ナトリウ共沈物 27 mg を含有）とアセ
トアミノフェン（ピリナジン ），メフェナム酸（ポンター
，マーズレン S から考えて，アセトアミノフェン
ル ）
，メフェナム酸（ポンタール ）に対して
（ピリナジン ）
末梢血で DLST（Drug lymphocyte stimulation test）を

b
Fig. 4 Transbronchial lung biopsy specimens showed
infiltration of lymphocytes and eosinophils in alveolar
walls and septa (a). In the alveolar spaces, granulomatous lesions (arrow) and macrophages were observed
(b).

行ったところアセトアミノフェンで陽性を示し（Table
2）
，本症をアセトアミノフェンによる薬剤性肺炎と診断
した．
胸部 X 線写真上陰影の軽快，動脈血液ガスの改善は
みられたものの，陰影の残存が認められたことなどから



経口にて Prednisolone 30 mg day の投与を行い陰影は
消失，臨床症状，動脈血液ガス，炎症反応などの検査デー
タも正常となった．また，退院後も呼吸器症状の出現は
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なく，胸部 X 線写真，動脈血ガスに異常も認められな
かった．
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織所見である16）．
薬剤性肺炎の診断法には未だ確実なものはなく，最も

考

大切な事の一つは本症を疑い，薬剤の服薬状況を聞くこ

察

とである．本例の原因薬剤であるアセトアミノフェンは

薬剤性肺炎の原因は抗癌剤，抗菌薬をはじめとして漢

市販の感冒薬に含まれ，服薬することが多い薬剤で，と

方薬，鎮痛解熱剤，感冒薬，鎮咳剤などに至るまで報告

もすれば服薬状況を聴取する際に患者自身が言わなかっ

があり

5）
〜8）

，全ての薬剤で本症を発症させ得る可能性が

あると言っても過言ではない．治療の目的で使用された

たり，また医師が薬剤性肺炎の原因薬として見逃してい
る場合も想像され，注意が必要である．

薬剤により，副作用として薬剤性肺炎が発症することは

校を終えるに当たり，ご協力いただきました川崎医科大学

避けなければならないし，また早期に診断，対処が要求

呼吸器内科河端聡先生，川崎医科大学薬剤部内田真紀先生に

される．

深く感謝いたします．
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Abstract

Acetaminophen-induced Pneumonitis
Masamitsu Nakajima, Kouichirou Yoshida, Naoyuki Miyashita,
Yoshihito Niki and Toshiharu Matsushima
Division of Respiratoy Diseases, Department of Internal Medicine, Kawasaki Medical School,
Matsushima 577, Kurashiki

We report a case of drug-induded pneumonitis caused by acetaminophen taken for headache. The patient
was a 49-year-old woman who had been taking a common cold drug (Benza BlockSP) containing acetaminophen
and an anti-gastritis drug for headache. Seven days after she began taking acetaminophen, fever, dry cough, and
dyspnea developed. The patient was admitted to our hospital on December 6,1996. Chest X-ray films and computed tomograpy scans revealed ground-glass and reticulonodular opacities. All chemotherapy was discontinued
under a presumptive diagnosis of drug-induced pneumonitis. Transbronchial lung biopsy specimens revealed infiltration of lymphocytes and eosinophils into the alveolar walls and interstitum, with granulomotous lesions and
macrophages in the alveolar spaces. The patient's chest X-ray findings improved and her symptoms subsided after the medications were stopped. However, she was given oral prednisolone (30 mg day) because shadows were
still evident on chest X-ray films. Prednisolone was effective in removing those shadows. A lymphocyte stimulation test was positive for acetaminophen. Besed on the above findings, acetaminophen-induced pneumonitis was
diagnosed. To our knowledge, acetaminophen-induced pneumonitis is rare. However, when drug-unduced pneumonitis is suspented, common cold drugs containing acetaminophen should be kept in mind.



