
緒　　言

生物学的製剤使用中の関節リウマチ（rheumatoid ar-
thritis：RA）症例に肺びまん性陰影が出現した場合，同
剤による薬剤性肺障害に加えて，ニューモシスチス肺炎
（Pneumocystis pneumonia：PCP）などの日和見感染，
RA関連間質性肺炎などとの鑑別が必要となる．生物学
的製剤の使用が増加しているが，薬剤性肺疾患を正確に
鑑別することは容易でないことから報告は少なく，発症
時期や画像所見などの特徴について不明な点が多い．
TNF阻害薬であるアダリムマブ（adalimumab：ADA）
を使用し，開始から3年後に発症した薬剤性肺障害を経
験したため報告する．

症　　例

患者：63歳，女性．
主訴：乾性咳嗽．
既往歴：38歳　RA，シェーグレン症候群．
家族歴：特記事項なし．
生活歴：喫煙歴なし．粉塵曝露歴なし．

現病歴：20XX－22年にRA，シェーグレン症候群と診
断された．20XX－9年からメトトレキサート（metho-
trexate：MTX）6mg/週が開始され，20XX－2年よりイ
ンフリキシマブ（infliximab）が追加された．その後RA
の病勢増悪のためインフリキシマブは中止され，20XX
年7月からADA（40mg隔週皮下注）が開始された．
ADA開始後はRAの病勢は安定していたが，20XX＋3年
5月頃より乾性咳嗽が出現し，同年11月に施行した胸部
単純CTで右下葉を中心に両側下葉のすりガラス様陰影
を認めたため，当科受診となった．
初診時現症：身長150cm，体重49kg，体温36.1℃，脈
拍71/min・整，血圧112/70mmHg，経皮的動脈血酸素
飽和度（SpO2）98％（室内気）．呼吸音は右下肺背側で
fine cracklesを聴取した．両側手指のスワンネック変形
を認めた．ばち状指は認めなかった．
血液検査所見（表1）：C反応性蛋白（CRP）は0.5mg/dL
と軽度上昇を認めたが白血球数，プロカルシトニンは正
常域であった．KL-6は1,327U/mL，SP-Dは253ng/mL
と上昇を認めた．抗SS-A抗体，抗SS-B抗体，抗シトル
リン化ペプチド（CCP）抗体，リウマトイド因子が陽性
であった．β -D-グルカンの上昇はなく，T-SPOT，サイ
トメガロウイルス（CMV）C7HRPは陰性であった．
肺機能検査所見（表1）：％肺活量72.9％と拘束性換気

障害を認めた．％DLco 68.5％と拡散障害を認めた．
初診時胸部高分解能CT（highresolution CT：HRCT）

（図1）：右下葉優位に両側下葉に気管支血管束周囲に拡が
るすりガラス様陰影と末梢気管支の牽引性拡張を認めた．
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臨床経過：血液検査ではPCPやCMV肺炎など感染性
肺疾患を積極的に疑う所見は乏しく，この時点ではMTX
による薬剤性肺障害を第一に疑った．酸素化は保たれ，
呼吸器症状も軽度であったことからMTXを中止のうえ
ADAは継続として経過観察したが，同剤中止2ヶ月後の
胸部単純CTですりガラス様陰影の拡大を認め，肺機能
検査でも拘束性換気障害，拡散障害は軽度増悪を認め
た．気管支鏡検査を施行し，右B5aでの気管支肺胞洗浄
液（bronchoalveolar lavage fluid：BALF）では細胞数の
増加（3.83×105/mL），リンパ球，好中球の増加（マクロ
ファージ41％：リンパ球24％：好中球35％）を認め，
CD4/CD8比は3.16であった．BALF のPneumocystis 
jiroveciiポリメラーゼ連鎖反応（PCR）は陰性で，グロ
コット染色で染色される菌体を認めず，培養で有意菌の
発育はなかった．これらの結果からRA関連間質性肺炎
の増悪，リンパ増殖性肺疾患の合併，ADAによる薬剤性

肺障害などを考え，ADA投与を中止して慎重に経過観察
したところ，症状は軽快し，陰影，肺機能も改善を認め，
KL-6とSP-Dも低下したことから同剤による薬剤性肺障
害と診断した．その後，RAに対しては非ステロイド性
抗炎症薬の投与が行われていたが関節症状が増悪したた
め20XX＋4年4月よりアバタセプト（abatacept）が開始
され，同年8月よりトシリズマブ（tocilizumab）に変更
された．現在，RAの症状は安定し，肺病変も再増悪な
く経過している（図2）．

考　　察

投与開始から3年と長期の使用後に発症し，薬剤中止
のみで改善が得られたADAによる薬剤性肺障害を経験
した．近年，生物学的製剤を使用するRA症例が増え，こ
れらによる薬剤性肺障害も増加していくことが懸念され
るが，他疾患との鑑別が困難であるため報告例は少なく，
その特徴については不明な点が多い．本症例においても
薬剤性肺障害以外にPCPなどの日和見感染，RA関連間
質性肺炎の増悪，MTXによる薬剤性肺障害，シェーグ
レン症候群に続発するリンパ増殖性肺疾患などが鑑別と
して考えられた．当初は0.3～7.5％と比較的高頻度に発
症が報告されている1）MTXによる薬剤性肺障害を疑った
が，同剤中止後の経過から否定された．日和見感染は血
液検査およびBALFの結果から否定的であり，RA関連
間質性肺炎が薬剤の中止のみで改善するとは考えがたく，
リンパ増殖性肺疾患については，MTX中止後も陰影が
増悪し，ADA中止後に改善が得られた経過から否定的と
考えられ，ADAによる薬剤性肺障害の診断が妥当と判断
した．

図 1　初診時胸部高分解能CT（highresolution CT：
HRCT）．右下葉優位に両側下葉に気管支血管束周囲
に拡がるすりガラス様陰影と末梢気管支の牽引性拡張
を認めた．

表1　初診時検査所見

血算 肺機能検査
WBC 3,510/µL ALP 199U/L BNP 15.4pg/mL VC 1.80L
Neut 73％ CK 33U/L KL-6 1,327U/mL ％VC 72.9％
Mono 2％ BUN 11mg/dL SP-D 253ng/mL FVC 1.82L
Eosino 2％ Cre 0.57mg/dL 抗核抗体 640倍 ％FVC 78.1％
Lymph 23％ Na 140mmol/L 抗ds-DNA IgG 46U/mL FEV1 1.42L
RBC 329×104 /µL K 4.4mmol/L 抗SS-A/Ro 256倍 ％FEV1 75.1％
Hb 10.5g/dL Cl 107mmol/L 抗SS-B/La 32倍 FEV1/FVC 95.6％
Ht 31.8％ Ca 8.5mg/dL 抗CCP 709U/mL ％DLco 68.5％
Plt 17.7×104 /µL Glucose 98mg/dL リウマトイド因子 533U/mL

β -D-glucan ≦5.0pg/mL
生化学 血清 T-SPOT （－）
TP 8.5g/dL IgG 2,973mg/dL CMV C7HRP （－）
Alb 3.5g/dL IgA 420mg/dL Aspergillus Ag 1.3
T-Bil 0.8mg/dL IgM 234mg/dL Cryptococcal Ag （－）
AST 19U/L IgG4 39mg/dL sIL-2R 1,330U/mL
ALT 10U/L CRP 0.5mg/dL
LDH 216U/L プロカルシトニン 0.03ng/mL
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ADAを含むTNF阻害薬はRA患者に対して優れた臨
床症状改善効果，関節破壊進行抑制効果を有するが2），
有害事象も多数報告されており，重篤な有害事象の頻度
はRA患者への使用時に最も高いことが報告されてい
る3）．その一つである間質性肺炎の頻度は全例製造販売
後調査でインフリキシマブが0.5％，エタネルセプト
（etanercept）が0.62％，ADAが0.7％と報告されてい
る4）～6）．しかし，前述したとおりPCPやRA関連の間質
性肺炎の増悪，MTXによる薬剤性肺障害などとの鑑別
が難しいことから，製造販売後調査の間質性肺炎にこれ
らが含まれている可能性も考えられる．Kamedaらは生
物学的製剤投与中に急性発症したびまん性肺疾患26例の
うち，13例がdefinite PCP，11例がprobable PCP，2例
はMTX関連薬剤性肺障害であったと報告しており7），生
物学的製剤投与中にびまん性肺障害を認めた場合，まず
はPCPなどの感染性疾患を念頭に，MTXや生物学的製
剤による薬剤性肺障害の鑑別を進めるべきと考えられる．
ADAによる薬剤性肺障害の報告は6例検索しえ
た8）～13）ため，自験例を含めた7例を表2にまとめた．発
症は7例中5例が中年女性であったが，RAが中年女性に
多いことを反映しているものと思われた．基礎疾患とし

てクローン病での発症も1例あり，RA以外での使用に際
しても当然ながら注意が必要と考えられる．既存の間質
性肺疾患は薬剤性肺障害の危険因子と考えられている
が6）14），胸部CTで既存の間質性肺疾患を認めなかったが
薬剤性肺障害を発症した報告もあり13），既存の間質性肺
疾患がないことが安全に使用できる根拠とはならないこ
とを認識する必要がある．発症時期は半数以上が開始か
ら3ヶ月以内であったが，本症例と類似し3.5年の使用後
に発症した報告もあり，年単位で使用している場合でも
薬剤性肺障害を発症しうることは鑑別に際して注意すべ
き点と思われた．CT所見は両側の気管支血管束周囲の
すりガラス様陰影，気管支の牽引性拡張を呈する非特異
性間質性肺炎（non-specific interstitial pneumonia：
NSIP）パターンが大半で認められていた．治療は自験例
を除く全例でステロイド投与が行われ，反応性は良好で
あった．自験例では自覚症状が軽度で呼吸状態も良好に
保たれていたことから薬剤中止のみで経過観察を行った
が，高度の線維化，重度の呼吸不全を呈した症例もあ
り11）～13），経過観察を選択した場合には，増悪時に速やか
にステロイドの投与を開始できるよう慎重な態度が必要
と考える．

図2　臨床経過．アダリムマブ中止後に陰影，症状，肺機能，KL-6およびSP-Dの改善を認めた．IFX：infliximab，MTX：
methotrexate，ADA：adalimumab，ABA：abatacept，TCZ：tocilizumab．
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TNF阻害薬が肺障害を誘発する機序の全容は不明であ
るが，TNF-αは炎症細胞のアポトーシスを誘導し組織修
復に働くことが報告されている15）ことから，肺障害を誘
発する機序としてアレルギー機序や代謝産物による細胞
障害とは別に，TNF阻害作用によって炎症細胞のアポ
トーシスが抑制され炎症細胞が肺に残存することによる
機序が考えられている．本症例はADAの投与を継続し
たところ緩徐に下葉の陰影の増悪を認めた．上記の薬理
作用を踏まえると，血流量の多い下葉で薬理作用が蓄積
した結果，炎症細胞のアポトーシスが抑制され，炎症細
胞が残存，蓄積し発症した可能性も考えられた．TNF阻
害薬の肺障害の発症機序のみならず，発症時期や発症の
危険因子なども含め検討課題は多く，今後の症例の集積
が待たれる．
本論文の要旨は，第112回日本呼吸器学会東海地方学会

（2017年11月，三重）で発表した．
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表2　アダリムマブによる薬剤性肺障害の報告

報告者 性別 年齢
（歳） 基礎疾患 症状 投与期間 ADA投与前

CXP異常所見 CT所見 治療 転帰

自験例 女性 63 RA 乾性咳嗽 3年 不明 両側下葉すりガラス影，
牽引性気管支拡張 原因薬中止 軽快

Dascaluら8） 女性 50 RA 咳嗽，労作
時息切れ 3.5年 なし 両側びまん性すりガラス影/

浸潤影
ステロイド 
（投与量不明） 軽快

Casanovaら9） 女性 59 クローン病 息切れ，咳
嗽，疲労感 1ヶ月 なし 両側すりガラス影，

牽引性気管支拡張 PSL 40mg/日 軽快

Yamazakiら10） 女性 64 RA 乾性咳嗽 5ヶ月 なし 両側すりガラス影/浸潤影，
牽引性気管支拡張 PSL 30mg/日 軽快

Schoeら11） 男性 67 RA 発熱，咳嗽，
息切れ 3ヶ月 なし 両側すりガラス影，
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Huggettら12） 女性 76 RA 発熱，咳嗽 2.5ヶ月 なし 両側網状影，浸潤影，蜂巣肺 ステロイド 
（投与量不明） 軽快

Komiyaら13） 男性 78 RA 発熱，咳嗽 1ヶ月 なし＊ 両側下葉すりガラス影，
牽引性気管支拡張

mPSL pulse→PSL 
30mg/日 軽快

RA：rheumatoid arthritis，ADA：adalimumab，CXP：chest X-ray photograph，PSL：prednisolone，mPSL：methylprednisolone．
＊：CTにより既存の間質性肺疾患がないことを確認した症例．
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Abstract

A case of adalimumab-induced lung injury that developed 3 years after administration
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A 63-year-old female with rheumatoid arthritis developed a dry cough and bilateral lower lobe ground-glass 
opacities with traction bronchiectasis during treatment with methotrexate and adalimumab. Although metho-
trexate was discontinued, the ground-glass opacities spread. After adalimumab was discontinued, her symptoms 
and image findings improved. She was diagnosed with adalimumab-induced lung injury that developed 3 years 
after initial administration of the drug. If lung injury occurs during treatment with adalimumab, adalimumab-in-
duced lung injury should be taken into consideration, while excluding infectious diseases and so on. In addition, 
we should recognize that adalimumab-induced lung injury can occur even if adalimumab has been used long 
term.
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