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薬剤過敏症症候群（Drug-induced Hypersensitivity Syndrome，DIHS）
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【要旨】薬剤過敏症症候群（Drug-induced Hypersensitivity Syndrome，DIHS）
は重症薬疹の一型である．本性の特徴は抗てんかん薬など特定の薬剤を 2週間
から 8週間内服後に発熱皮疹で発症し，原因薬剤中止後も症状改善せず遷延し，
重症な臓器障害を引き起こすことである．今回，さまざまな臨床経過を辿った
DIHSの 3症例を経験した．DIHSは原因薬剤，特徴的な経過，皮疹などから早
期に診断することが重要な疾患であり，またステロイドの漸減に際しては症状
の再燃が起こらないように慎重に行う必要がある．

【キーワード】DIHS，薬疹，ヒトヘルペスウイルス（HHV）-6，薬剤リンパ
球刺激試験

はじめに

薬剤過敏症症候群（Drug-induced Hypersensitivity
Syndrome，DIHS）は重症薬疹の一型である．本性の
特徴は抗てんかん薬など特定の薬剤を 2週間から 8週
間内服後に発熱皮疹で発症し，原因薬剤中止後も症状
改善せず遷延し，重症な臓器障害を引き起こすことで
ある．
今回，さまざまな臨床経過を辿ったDIHSの 3症例
を経験したので報告する．

症 例

症例 1：20 歳，女性．
既往症：鬱病，パニック障害で入院 9カ月前からラ
モトリギン，バルプロ酸ナトリウム，レパミピド，塩
酸セルトラリン，ゾルピデム，ラメルテオン，ロラゼ
パムを内服していた．
現病歴：入院 3日前より全身に皮疹が出現したため
近医を受診し，オロパタジン内服とステロイド軟膏塗
布で加療したが改善せず，入院 2日前から夜間の発熱
認め，皮疹は悪化した．発熱，全身の皮疹，食欲低下
を主訴に救急外来を受診し，薬疹，ウイルス感染症の
疑いで当科に入院した．
入院時皮膚所見：全身に紅斑を認め融合傾向で，一
部膿疱もみとめた（図 1）．口唇に痂皮を付着し，舌に
は白苔の付着が見られた．粘膜疹はなかった．
入院時検査所見：WBC 20.43*103�μl（好酸球 29.5％，
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図 1　全身に紅斑を認め融合傾向で , 一部膿疱もみとめた . 口唇に痂皮を付着し , 舌には
白苔の付着が見られた . 粘膜疹はなかった .

図 2　表皮内に好酸性に変性した細胞を認め , 真皮の血管周囲に好酸球とリンパ球の浸潤がみられた . また赤血球
の管腔外漏出も観察された .

異型リンパ球 2.0％），Hb 11.8g�dl，PLT 33.2*104�μl，総
蛋白 5.2g�dl，Alb 2.9g�dl，T-Bil 0.48mg�dl，AST 117
U�L，ALT 266U�L，LD 352U�L，ALP 447U�L，CRP
0.49mg�dl，Na 134mmol�l，K 4.1mmol�l，Cl 102mmol�
l，BUN 12mg�dl，クレアチニン 0.38mg�dl，尿酸 5.3
mg�dl であり，低アルブミン血症，肝機能障害，白血
球増多，好酸球増多，異型リンパ球出現をみた．
薬剤リンパ球刺激試験（DLST）はバルプロ酸ナトリ
ウム（デパケンRⓇ）とラメルテオン（ロゼレムⓇ）で
1回陽性となったが，ラモトリギン（ラミクタールⓇ），
レパミピド（ムコスタⓇ），セルトラリン（ジェイゾロ
フトⓇ），ゾルピデム（マイスリーⓇ），ロラゼパム（ユー
バンⓇ）では 2回とも陰性であった．血清ヒトヘルペス

ウイルス 6（HHV6）-IgG 抗体は入院 3日目 20 倍，入院
31 日目 1,280 倍，入院 59 日目 640 倍とペア血清で有意
に上昇していた．
病理組織像：入院 2日目に右腹部と左足から皮膚生
検を施行した．病理組織像（図 2）では，表皮内に好酸
性に変性した細胞を認め，真皮の血管周囲に好酸球と
リンパ球の浸潤がみられた．また赤血球の管腔外漏出
も観察された．
治療および経過：入院時よりすべての内服を中止し
ていたが，発熱持続し，全身の皮疹も増悪傾向を示し
た．抗てんかん薬内服の既往，薬剤中止後も症状が軽
快しない経過，発熱，肝機能障害，白血球増多，好酸
球増多を認め，DIHSの診断基準（表 1）より非典型
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表 1　薬剤性過敏症症候群Drug-induced hypersensitivity syndrome（DIHS）の診断基準
（2005）

概念
高熱と臓器障害を伴う薬疹で，薬剤中止後も遷延化する．多くの場合，発症 2から 3週間後
にHHV-6 の再活性化を生じる．

主要所見
1．限られた薬剤投与後に遅発性に生じ，急速に拡大する紅斑，多くの場合紅皮症に移行する．
2．原因薬剤中止後も 2週間以上遷延する．
3．38 度以上の発熱
4．肝機能障害
5．血液学的異常：a, b, c のうち一つ以上
a．白血球増多（11,000/mm3 以上）
b．異型リンパ球の出現（5%以上）
c．好酸球増多（1,500/mm3 以上）

6．リンパ節腫脹
7．HHV-6 の再活性化

典型DIHS：1 ～ 7 全て
非典型DIHS：1 ～ 5 全て，ただし 4に関しては，その他の重篤な臓器障害をもって代えること
ができる．

DIHSと診断し，同日より PSL（プレドニゾロンⓇ）50
mg�日静注を開始した．皮疹は改善傾向を示したが，発
熱は持続し，肝機能障害も悪化傾向であったため，入
院 8日目から 10 日目までステロイドパルス療法（ソル
メドロールⓇ1g�日×3日間）を施行した．臨床症状，検
査結果ともに改善したため，PSL 50mg�日静注を再開
し，入院 26 日目から PSL 45mg�日，入院 36 日目から
PSL 40mg�日，入院 48 日目から PSL 35mg�日と順調
に漸減でき，入院 62 日目に PSL 30mg�日で退院した．
退院後は外来にて PSL内服で継続加療中である．
症例 2：89 歳，女性．
既往症：潰瘍性大腸炎で 1カ月前からサラゾスル
ファピリジンを内服していた．
現病歴：入院 1カ月前より全身の紅斑と下腿の点状
出血を呈するようになり，1週間前から口腔内びらん
も出現し悪化傾向のため，当院受診し薬疹疑いで精査
加療目的に入院した．
入院時皮膚所見：顔面には紅斑が散在し，口唇のび
らん，軟口蓋の点状出血も認めた．体幹四肢に播種状
に紅斑が多発しており，左腋窩と頸部リンパ節腫脹が
みられた（図 3）．
入院時検査所見：WBC 9.67*103�μl（好酸球 5.8％），
Hb 13.0g�dl，PLT 26.1*104�μl，TP 5.8g�dl，Alb 3.5g�dl，
T-Bil 0.54mg�dl，AST 181U�L，ALT 276U�L，LD 513
U�L，ALP 603U�L，γ-GTP 91U�L，Na 132mmol�l，K
4.0mmol�l，Cl 98mmol�l，BUN 21mg�dl，クレアチニ
ン 0.64mg�dl，尿酸 6.5mg�dl であり，肝トランスキ

ナーゼは上昇しているが，血球異常や異型リンパ球の
出現はなかった．DLSTはサラゾスルファピリジン（ア
ザルフィジンⓇ）で 2回陰性であった．HHV6-IgG 抗体
は 30 倍から 320 倍へペア血清で有意に上昇認めた．
Cytomegalovirus（CMV）-IgG 20.7（陰性），CMV-IgM
0.42（陰性）であった．
治療および経過：入院後よりすべての薬剤を中止し
たが発熱，皮疹は改善しなかった．臨床経過と，発熱，
体幹の播種状紅斑，リンパ節腫脹，肝機能障害から
DIHSを考えたが，診断基準では典型・非典型ともに
満たさなかった．しかし，「高熱を伴う薬疹で薬剤中止
後も遷延化する多くの場合発症後 2～3週間後に
HHV6 の再活性化を生じる」というDIHSの疾患概念
には合致すると考え，入院 2日目から PSL（プレドニ
ゾロンⓇ）40mg�日内服を開始した．入院 5日目には解
熱し，顔面に淡い紅斑と上下肢の褐色斑を残すのみで
あった．入院 15 日目から PSL 35mg�日，29 日目から
30mg�日，42 日目に 25mg�日と順調に漸減し退院し
た．退院後外来で PSL漸減し再発なく経過した．潰瘍
性大腸炎については下痢症状改善したとのことで服薬
せずに経過観察となっている．
症例 3：74 歳，女性．
既往歴：大腸癌（術後），腸閉塞，胃癌（術後）があ
る．てんかんで 1年前からラモトリギン，バルプロ酸
ナトリウム，クロバザム，レベチラセタムを内服して
いた．
現病歴：2カ月前から両腕と背部を中心に皮疹が出
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図 3　顔面には紅斑が散在し , 口唇のびらん，軟口蓋の点状出血も認めた . 体幹四肢
に播種状に紅斑が多発しており , 左腋窩と頸部リンパ節腫脹がみられた .

図 4　顔面は腫脹し , 頬部を中心にびまん性の紅斑がみられた . 口唇は痂皮とびらん
を認めた . 体幹四肢には小紅斑多発し , 融合傾向であった .

現し徐々に拡大傾向となった．2日前に近医皮膚科を
受診し軟膏を塗布したが改善せず，前日朝から口唇の
浮腫，嚥下時の違和感や疼痛，夜間から発熱がみられ
た．薬疹の疑いで精査加療目的に紹介され，当科に入
院した．
入院時皮膚所見：顔面は腫脹し，頬部を中心にびま
ん性の紅斑がみられた．口唇は痂皮とびらんを認めた．

体幹四肢には小紅斑多発し，融合傾向であった（図 4）．
入院時検査結果：WBC 9.67*103�μl（好酸球 5.8％），
Hb 13.0g�dl，PLT 26.1*104�μl，TP 5.8g�dl，Alb 3.5g�dl，
T-Bil 0.54mg�dl，AST 181U�L，ALT 276U�L，LD 513
U�L，ALP 603U�L，γ-GTP 91U�L，Na 132mmol�l，K
4.0mmol�l，Cl 98mmol�l，BUN 21mg�dl，クレアチニ
ン 0.64mg�dl，尿酸 6.5mg�dl と肝トランスキナーゼ上
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図 5　表皮ではケラチノサイトの好酸性変性や真皮への好酸球浸潤がみられた . 表皮内へのリンパ球の浸潤 , 表皮
直下の液状変性をみとめ，皮膚T細胞リンパ腫様の組織像を呈していた .

昇があった．DLSTはラモトリギン（ラミクタールⓇ），
バルプロ酸ナトリウム（デパケンRⓇ），クロバザム（マ
イスタンⓇ），レベチラセタム（イーケプラⓇ）で 2回陰
性であった．HHV6-IgG 抗体は 20 倍から 1,280 倍へペ
ア血清で有意に上昇認めた．CMV-IgG 5.7（陰性），
CMV-IgM 0.60（陰性）であった．
病理組織像：表皮ではケラチノサイトの好酸性変性
や真皮への好酸球浸潤がみられた．表皮内へのリンパ
球の浸潤，表皮直下の液状変性をみとめ，皮膚T細胞
リンパ腫様の組織像を呈していた（図 5）．
治療および経過：入院後よりすべての薬剤を中止し
たが発熱，皮疹は改善しなかった．臨床経過と，発熱，
体幹の播種状紅斑，リンパ節腫脹，肝機能障害から
DIHSを考えたが，診断基準では典型・非典型ともに
満たさなかった．しかし，「高熱を伴う薬疹で薬剤中止
後も遷延化する多くの場合発症後 2～3週間後に
HHV-6 の再活性化を生じる」というDIHSの疾患概念
には合致すると考え，PSL 60mg�日静注で治療開始し，
第 16 病日から漸減したが皮疹の再燃認め，第 28 病日
からステロイドパルス療法を施行した．第 31 病日より
PSL 55mg�日内服を再開し，1週間に 5mg�日ずつ漸減
した．皮疹は改善傾向となって PSLを漸減すると，再
度皮疹や掻痒感が増悪する経過を繰り返し，第 113 病
日から静注用免疫グロブリン 5g�日×3日間を 2クー
ル，第 141 病日からステロイドパルスを施行した．そ
の後皮疹は改善し PSLは徐々に漸減した．第 163 病日
からクロストリジウム腸炎，第 172 病日からCMV腸
炎となり治療をおこなった．また第 187 病日から発熱，
胸部異常陰影認め，肺結核と診断され抗結核薬を投薬
した．DIHSに対しては PSL 30mg�day で治療を行っ

ている．

考 察

DIHSについて
Drug induced hypersensitivity syndrome（DIHS）は
海 外 で は，Drug reaction with eosinophilia and sys-
temic symptoms（DRESS）という疾患概念で呼ばれて
いる重症薬疹の一型である．DIHSは皮疹，血液検査異
常（好酸球増多，異型リンパ球出現など），リンパ節腫
脹，肝障害，腎障害，肺障害などの症状が１），2 週間か
ら 8週間程度の薬剤使用後に発症し，通常薬剤を中止
しても症状が遷延するという特徴がある．そして多く
の場合臨床症状が軽快傾向となったころにHHV-6 の
再活性化が起こり 2峰性の経過を辿る．HHV-6 以外に
CMVや Epstein-Barr virus（EBV），HHV-7 の再活性
化を伴うこともある２）．
DIHS発症頻度は使用薬剤や患者の免疫状態によっ
て差を認めるが，一般的な抗けいれん薬，カルバマゼ
ピン，フェニトインでは 10,000 人に 1～5人程度，ラモ
トリギンでは 300 人で 1人の頻度といわれている３）４）．
DIHSを疑われた症例の 80％では薬剤との因果関係
が示されるが，10～20％では因果関係がはっきりしな
い症例もある．原因薬剤としては，カルバマゼピン，
ラモトリギン，フェニトイン，フェノバルビタールな
どの抗てんかん薬，アロプリノールが多く報告されて
おり，スルファピリジン，ミノマイシン，バンコマイ
シンなども報告がある．自験例の 3例では原因薬剤は
バルプロ酸ナトリウム，ラモトリギンなどの抗てんか
ん薬 2例と，スルファピリジン 1例であった（表 2）．
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表 2　原因薬剤として報告のあるもの，および自験例の原因薬剤，各種検査結果，治療についてのまとめ

被疑薬 一般血液検査 DLST HHV-6 IgG 治療

症例 1
20歳　女性

ラミクタール
デパケンR
レパミピド
ジェイゾロフト
マイスリー
ロゼレム
ユーパン

肝機能異常
血球異常

デパケンR陽性
ロゼレム陽性

20 倍→ 1,280 倍
PSL50mg/日
PSL パルス療法

症例 2
89歳　女性

アザルフィジン 肝機能障害 陰性 30 倍→ 320 倍 PSL40mg/日

症例 3
74歳　女性

ラミクタール
デパケンR
マイスタン
イーケプラ

肝機能障害 陰性 20 倍→ 1,280 倍
PSL60mg/日
PSL パルス療法
IVIG 大量療法

原因薬剤として報告のあるもの
カルバマゼピン，ラモトリギン，フェニトイン，フェノバルビタールなどの抗てんかん薬，アロプリノール，スルファピ
リジン，ミノマイシン，バンコマイシン

本症の皮疹の特徴は，麻疹様皮疹が全身に広がり，
融合傾向で一部小膿疱を伴うというものである．顔面
の浮腫性紅斑は特徴的で，50％程度の症例で認められ
る．皮疹が体表のどれだけの面積を占めているかとい
うのは重症度と関連性があるともいわれているが，ほ
とんどの症例では体表面積の 50％以上に皮疹が出現
し，20～30％の症例では体表面積の 90％以上に皮疹
が広がる．臨床病理では表皮基底層の液状変性を主と
し，表皮基底細胞層の好酸性の変性，真皮上層へのリ
ンパ球の浸潤像を認める．
HHVの再活性化は他の重症薬疹では認めずDIHS
に特徴的である．
100 人のDIHS症例で症状発症から 2～4週間後に
約 60％にHHV-6 抗体が陽性となったとの報告５）や，
40 人のDIHS症例の検討で，29 症例で EBV，HHV-6，
HHV-7 の再活性化を認めたという報告もある．DIHS
の機序としては，まず始めに薬剤特異的な免疫反応が
何らかの機序でウイルスの再活性化のきっかけとなっ
て，調節性T細胞の増殖がウイルスの再活性化をさら
に助長しており６），細胞障害性のCD8 陽性リンパ球が
活性化することで組織障害をきたすと考えられてい
る５）．
また近年では重症薬疹とヒト白血球抗原（Human
leukocyte antigen：HLA）の関係も注目されている．
特定のHLA保有者と重症薬疹の発症が解明されれ
ば，薬剤投与前スクリーニングを行うこともでき，重

症薬疹での死亡や合併症を減らすことができる７）．
DIHSの治療ではまず原因薬剤の中止，そして PSL
換算で 1mg�kg�日程度のステロイド内服が適用され
るが，重症例ではステロイド大量療法，ステロイドパ
ルス療法，γグロブリン療法８）なども選択される．また
CMVの再活性化による重症化を認める場合にはガン
シクロビルなどの抗ウイルス薬も検討される．
自験例を振り返って
Stevens-Johnson 症候群や中毒性表皮壊死症といっ
た他の重症薬疹が初期から高熱や皮膚の熱傷様剥離な
どを主症状とするのに対して，DIHSは初期には通常
の薬疹のようなありふれた皮疹を呈する点で診断に難
渋することが多く，また原因薬剤の中止のみでは軽快
しないため，適切な治療が開始されないと重症な臓器
障害が発症する疾患である．DIHSの概念自体も最近
のもので，疾患の特徴に精通していないと重症薬疹で
あるにも関わらず診断が遅れる可能性がある．自験例
でも診断がつくまで外用薬などを使用したが改善せず
に入院加療となり，その後の PSL投与ですみやかに改
善した症例もあり，早期診断することの重要性を再認
識した．
またDIHSの治療においては自験例 3例を通じて，
各々の症例で異なった経過を辿った．入院までの経過
や皮膚所見，入院時の血液検査の結果は全ての症例で
類似していたにも関わらず，ステロイド大量投与のみ
で速やかに改善した症例，ステロイドパルス療法を
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行った症例，γグロブリン療法まで行ったが感染症な
どの合併症も発症し治療に難渋している症例まで様々
であった．治療に難渋し，治療のステップアップを要
したのはいずれの症例もステロイド漸減を行った段階
であり，治療の漸減に際しては症状の再燃が起こらな
いように慎重に行う必要がある．また十分量と期間の
ステロイド投与が必要であり長期化する症例も多いた
め，副作用や感染症にも十分留意する必要がある．

結 語

DIHSを呈した 3症例を経験した．DIHSは原因薬
剤，特徴的な経過，皮疹などから早期に診断すること
が重要な疾患であり，またステロイドの漸減に際して

は症状の再燃が起こらないように慎重に行う必要があ
る．
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