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要

約

光毒性反応と光アレルギー性反応の特徴はしばしば
対比して表示されるが，実際には鑑別が難しいことも

光線過敏症を発現する薬剤は時代と共に変遷する．

少なくない．光アレルギー反応を起こす物質は程度の

古くからサルファ剤，フェノチアジン系向精神薬，チ

差はあれ光毒性を持っており，高用量では光毒性を発

アジド系降圧利尿薬，スルフォニル尿素系経口糖尿病

揮するが，臨床使用量で特定の人にだけ生じる場合は

薬，グリセオフルビンなどが知られていた．その後，

光アレルギー性の可能性が高い．光アレルギー性を示

ピロキシカムやアンピロキシカムによるものが多発

す薬剤は長波長紫外線（UVA）に作用波長域を持つこ

し，最近ではニューキノロン系抗菌薬によるものが記

とが多い．

憶に新しい．ケトプロフェン外用薬による光アレル

2．症

ギー性接触皮膚炎も多発している．ごく最近，血圧降

状

下薬の合剤中のヒドロクロロチアジドによる例が増え

薬剤摂取後早い場合は数時間で生ずることもある

ており，また，
新発売の肺線維症治療薬であるピルフェ

が，通常 2〜3 日から 2 週間，
時に半年以上内服を続け，

ニドンは半数以上で光線過敏症が生じる．

日光に曝露されていると生ずる．明瞭に日光露出部位

1．病

因

に一致して紅斑，浮腫，丘疹，小水疱，色素沈着など
が見られることが特徴である．臨床形態は多様で，日

薬剤摂取後，光線曝露により異常な皮膚症状を生じ

焼け様紅斑，湿疹様，扁平苔癬様，光線性白斑黒皮症

た場合，薬剤性光線過敏症 drug-induced photosensi-

photoleuco-melanodermatitis，色素沈着，エリテマトー

tivity と総称する．内服，注射，坐薬など全身投与され

デス様，ペラグラ様，ポルフィリン症様，光線性爪甲

た薬剤が原因の場合は光線過敏型薬疹 photosensitive

剝離など様々である．顔面では前額，頬部，鼻尖，耳

drug eruption と呼ばれ，一方，外用剤による場合は薬

前部に強く皮疹が生ずる傾向があるが，女性では化粧

剤性光接触皮膚炎 drug-induced photocontact derma-

のため顔面の発疹の程度は軽いことが多い．そのほか

titis に分類される．光線過敏症の中では，多形日光疹に

項部，前胸 V 字部，前腕伸側，手背などにも生じる．

次いで多く経験する．

衣服，手袋，腕時計，装身具で被覆された部位や，露

薬剤性光線過敏症の機序として，①光毒性反応 pho-

出部であっても下顎裏面，頭髪の生え際，皮膚皺壁内

totoxic reaction，②光アレルギー性 photoallergic reac-

など日光が当たりにくい部位では皮疹がみられない．

tion，③光線過敏症状を示す全身性疾患
（エリテマトー

光線過敏性が強い場合には薄いシャツなどを通して非

デス，ポルフィリン症，ペラグラなど）
の誘発がある．

露光部にも発疹が生じることがある．

全身投与あるいは外用された薬剤が皮膚に分布し，

3．検

薬剤そのもの，あるいはその代謝産物が光子を吸収し
て一連の光化学反応（photochemical reaction）を起こ
す．光線を吸収する分子をクロモフォアと呼ぶ．光化
学反応により直接的に細胞が障害されるのが光毒性反
応である．
一方，光アレルギー反応は，上で述べた光化学反応
の過程でハプテンである薬剤がキャリア蛋白と結合し

査

1）最少紅斑量（minimal erythema dose，MED）測
定
で き れ ば 初 診 時 に UVB と UVA に つ い て 検 査 す
る．MED 測定は作用波長（action spectrum）の決定，
光パッチテストに際しての照射量の決定，光線防御指
導に必要である．

て完全抗原となり，免疫系に認識されて成立する．光
アレルギー機序は抗原形成に光線が関与するだけで，

2）光パッチテスト

後の反応機序は通常のアレルギー反応と同じである．

できれば薬剤の原末を入手してまず 0.1，
1，
10％ の
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表 1 薬剤性光線過敏症の主な原因薬剤
向精神薬

クロルプロマジン，プロメタジン，オランザピン，マレインサ酸フルボキサミン，カルバマゼピン

筋弛緩薬

アフロクァロン

抗ヒスタミン薬

ジフェンヒドラミン， メキタジン

抗菌薬

ナリジクス酸， エノキサシン， オフロキサシン， シプロフロキサシン， ロメフロキサシン，スパルフロキ
サシン，フレロキサシン，トスフロキサシン，ドキシサイクリン

抗真菌薬

グリセオフルビン， フルシトシン， イトラコナゾール

消炎鎮痛薬

ケトプロフェン， チアプロフェン酸，スプロフェン，ピロキシカム，アンピロキシカム，アクタリット，サ
ラゾスルファピリジン

血圧降下薬

ヒドロクロロチアジド， トリクロルメチアジド，メチクラン，クロフェナミド，トリパミド，メトラゾン，
フロセミド，塩酸チリソロール，ピンドロール，塩酸ジルチアゼム，塩酸ニカルジピン，ニフェジピン，カ
プトプリル，リシノプリル，シラザプリル，ヒドララジン，メチルドーパ

抗不整脈薬

アミオダロン

抗糖尿病薬

トルブタミド， クロルプロパミド， グリベンクラミド， カルブタミド，グリミジンナトリウム

痛風治療薬

ベンズブロマロン

抗腫瘍薬

5
FU， テガフル， ダカルバジン， フルタミド，ビカルタミド，パクリタキセル，ゲフィチニブ，イマチニブ

高脂血症治療薬

シンバスタチン，フェノフィブラート

前立腺肥大治療薬

タムスロシン

肺線維症治療薬

ピリフェニドン

光化学療法剤

8―メトキシソラレン， トリオキシソラレン， ヘマトポルフィリン誘導体

ビタミン剤

エトレチナート，ピリドキシン， VB12

局所麻酔薬

ジブカイン

濃度系列を作って用いる．原末が間に合わないときに

ルギー機序を示唆する．遷延性の光線過敏症を示す場

は 1 錠ないしは 1 カプセルを白色ワセリン約 1g ない

合や白斑黒皮症を続発する場合は苔癬様組織反応が見

しは精製水 1ml に混合，溶解して as is の試料で行う．

られることもある．

UVA 照射側にのみ陽性で，かつ光毒性反応が否定で

4．主な原因薬剤

きれば光アレルギー反応と判定する．機序が光毒性か
光アレルギー性か鑑別するためには光パッチテストが

光線過敏症を発現する薬剤は時代と共に変遷する．

重要であるが，アレルギー性でも陽性とならない場合

古くよりサルファ剤による光アレルギー反応やフェノ

がある．

チアジン系向精神薬，チアジド系降圧利尿薬，
スルフォ
ニル尿素系経口糖尿病薬，グリセオフルビンなどが知

3）内服照射試験

られていた．その後，ピロキシカムやそのプロドラッ

服薬を中止して光線過敏症状が消失した後，通常 1

グであるアンピロキシカムによるものが多発し，最近

回投与量を内服させ，血中濃度が最大になる頃（通常

ではニューキノロン系抗菌薬によるものが記憶に新し

内服 30 分から 2 時間後）に MED 測定のための照射を

い（表 1）
．以前多発したものについては総説を参照さ

UVB，UVA 両者について行う．24 時間後に MED の低

れたい１）．ごく最近，血圧降下薬の合剤中に含まれる降

下がみられれば診断は確定する．1 回内服で MED 低

圧利尿薬であるヒドロクロロチアジドによる例が増え

下が認められない場合は，数日間連続投与してから再

ており，また，
新発売の肺線維症治療薬であるピルフェ

度 MED を調べた方がよい．

ニドンは半数以上で光線過敏症が生じる．以下，薬剤
の系統別に最近報告されている主な薬剤について述べ

4）病理組織検査
新鮮な皮疹部または誘発疹を生検する．表皮の海綿
状態，好酸球を混じた血管周囲性リンパ球浸潤はアレ

る．
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図 1 ARBとヒドロクロロチアジドの合剤（プレミネントⓇ）による光線過敏型薬疹．
露光部の紅斑，腫脹，落屑

1）向精神薬

過敏型薬疹が再び多発している２）３）．再興性光線過敏症

古くからクロルプロマジン，プロメタジン，抗ヒス

ともいえよう．さらにカンデサルタンシレキセチルと

タミン薬のメキタジンなどのフェノチアジン系の薬剤

ヒドロクロロチアジド（6.25mg）の配合剤（エカード

による日焼け様紅斑，湿疹様，蕁麻疹，色素沈着
（phe-

配合錠Ⓡ）や，バルサルタンとヒドロクロロチアジド

nothiazine melanosis）
，エリテマトーデス様症状が報

（6.25mg または 12.5mg）
の配合剤
（コディオ配合錠Ⓡ）
，

告されている．これらの薬剤は光毒性も有するが，臨

テルミサルタンとヒドロクロロチアジド（12.5mg）の

床的な症状は光アレルギー性と考えられる．最近の向

配合剤（ミコンビ配合錠Ⓡ）など類似の合剤が次々と発

精神薬ではオランザピン（ジプレキサⓇ）による光線過

売されているため注意を要する．非チアジド系ではメ

敏が関与した薬剤過敏性症候群や，SSRI のマレイン酸

チクラン，クロフェナミドなどによる光線過敏症の報

フルボキサミン（ルボックスⓇ）
，抗けいれん薬のカル

告がある．
臨床型として日光皮膚炎型，扁平苔癬型，紫斑型な

バマゼピンによるものが報告されている．

ど種々報告されているが，光線性白斑黒皮症を生じる
2）降圧剤

ことが古くから知られている４）５）．発症までの期間は

a）チアジドならびに非チアジド系降圧利尿薬

0.5 カ月から 12 カ月と幅が広い．まず湿疹型の紅斑，丘

ヒドロクロロチアジドによる光線過敏症がよく知ら

疹，浮腫，落屑が生じ，内服を続けるうちに色素沈着，

れていたが，使用頻度の低下と共にほとんど経験しな

さらには色素脱失が加わり，それらが錯綜した白黒ま

くなった．ところが最近，アンジオテンシン II 受容体

だらの白斑黒皮症にいたる．早期に気づいて中止しな

拮抗薬（Angiotensin II receptor blocker，ARB）に少

いと不可逆的となる．有色人種に特異的な副作用であ

量のチアジド系降圧利尿薬を配合した合剤が開発さ

る．チアジド系利尿薬による光線過敏型薬疹では苔癬

れ，高血圧症の治療ガイドラインで推奨されているこ

様組織反応を示すことも報告されている４）６）．

ともあり，広く使用されるようになった．我が国でも

Addo ら７）は白人におけるチアジド系利尿薬による

2006 年 12 月に初めてロサルタンとヒドロクロロチア

光線過敏症の 33 例の特徴をまとめたが，
機序は光毒性

Ⓡ

ジド（12.5mg!
錠）の合剤であるプレミネント が発売

であり，作用波長は UVA であるが，UVB のことも少

され，それに含まれるヒドロクロロチアジドよる光線

なくないとしている．遷延性の光線過敏性皮膚炎に
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至った症例の報告もある８）．Diffey ら９）の健常人におけ

ノフィブラートによる例も海外では多いが１５），本邦で

る検討では，22 例中光線過敏症状を生じた者はいな

も報告されている１６）．ベンゾフェノン基を持つためケ

かったが，13 例で MED の低下を認めチアジド系利尿

トプロフェンとの交差反応性を示す例も知られてい

薬は光毒性を持つことを示している．

る１７）．

光パッチテストはチアジド系では約 2!
3 が陽性とな
るが，非チアジド系ではほとんど陰性であり，代謝産

5）非ステロイド系消炎鎮痛薬

物が光アレルゲンとなっている可能性がある．白斑黒

a）ピロキシカム

皮症を生じた例では光パッチテスト陰性のことが多

オキシカム系のピロキシカム内服による光線過敏症

い．

が多発し，さらにその後発売された，プロドラッグで

b）β―ブロッカー

あるアンピロキシカムによる例も多かったが，使用頻

塩酸チリソロールによるものが 1990 年代半ばに多

度の低下で最近は減少した．本光線過敏症は過去に消

１０）１１）

く報告されている

．作用波長は UVA 単独の場合

毒薬として頻用され，現在もワクチンに防腐剤として

と UVA，UVB にまたがる例がある．臨床型は湿疹型，

添加されているチメロサール（マーゾニンⓇ）の接触過

扁平苔癬型，白斑黒皮症型と多彩である．

敏性抗原決定基のひとつであるチオサリチル酸に感作

c）ループ利尿剤

された者がピロキシカムやアンピロキシカムを内服し

フロセミドによるものが古くから知られている．湿

て光線曝露を受けると交叉反応で生ずることが臨床

疹型，扁平苔癬型，エリテマトーデス型，persistent

的，実験的に証明されている１８）．

light reactivity など様々な臨床型をとる．作用波長は

b）ケトプロフェン

大多数の例では UVA 領域である．

消炎鎮痛目的で整形外科領域や一般医薬品として頻

d）そのたの降圧剤

用されているケトプロフェン外用薬による光アレル

カルシウム拮抗薬の塩酸ジルチアゼムは湿疹型が多

ギー性接触皮膚炎が多数報告され１），1996 年以降次第

く，多剤感作例が半数を占める．同薬による露光部の

に発生数が増加し，2002 年にピークに達している．部

１２）１３）

灰青色網状色素沈着が報告されている

．アンギオ

位は貼付する機会が多い露光部ということで四肢，特

テンシン変換酵素（ACE）阻害薬のカプトリル，シラ

に手に好発している．発症は使用開始後 1 週以内が

ザプリル，血管拡張薬のヒドララジン，中枢性降圧薬

85％ を占める．年間発生数では紫外線が強くなる 5

のメチルドーパによる例も報告されている．

月から 8 月に集中している．外用部位に日光が照射さ

薬剤誘発性の亜急性皮膚エリテマトーデス（SCLE）

れることにより痒みを伴った浮腫性紅斑，漿液性丘疹，

の誘因としてチアジド系降圧利尿薬，カルシウム拮抗

小水疱など激しい急性皮膚炎症状を生じる．貼付剤，

薬，ACE 阻害薬，β 阻害薬などの降圧剤が関連するこ

テープ剤，ゲル剤，ローション剤，軟膏・クリーム剤

とがある．

など様々な剤型があり，貼付した場合はその形に一致

カルシウム拮抗剤による露光部の毛細血管拡張症の
症例が海外で報告されている．皮膚色の違いもあるか
と思われるが，意外と見逃されている可能性がある．
内服中止により軽快する．

した境界鮮明な病変を生じるが（図 2）
，塗布した場合
は境界不鮮明なことが多い．
能書や医薬品・医療用具等安全性情報，MR を通じ
て光線過敏症状に関し注意が喚起されているが，露出
部に使用して症状を発現する例が後を絶たない．注意

3）抗不整脈薬

すべき点は外用終了後数日，長い場合には数カ月を経

アミオダロンの長期使用により露光部に灰青色色素

過してから光線過敏症状を発現することがあり，外用

沈着を生じる．色素沈着の本体はリポフスチンの沈着

したことを覚えていない場合もあるので，詳細に問診

とされていたが，電顕で線維芽細胞その他真皮の細胞

する必要がある．また使用部位を超えて皮疹が拡大す

の膜に顆粒状の沈着物を認め，HPLC でアミオダロン

る例が 1 割弱あり，皮膚炎が全身に拡大し，重篤化し

が検出された１４）．

た症例も報告されている．全身に多形紅斑様皮疹を生
じることもあり，ケトプロフェンを添加して UVA 照

4）高脂血症治療薬

射した末梢単核球を用いたリンパ球刺激試験が陽性で

シンバスタチンによるものが報告されている．フェ

あった．
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る光アレルギー性接触皮膚炎が多数報告された．本剤
はケトプロフェン，チアプロフェン酸との交叉光感作
がみられる．
6）キノロン系抗菌薬
1995 年に報告数のピークがみられた．スパルフロキ
サシン，フレロキサシンによるものが多い１）．母体であ
るナリジクス酸が光感作能を有すことより光線過敏症
の発生が予想され，現在使用されているエノキサシン，
オフロキサシン，シプロフロキサシン，ロメフロキサ
シン，トスフロキサシンスパルフロキサシン，フレロ
キサシンなどのニューキノロン薬のほとんどすべては
光感作能を持っている．光毒性を持ち一重項酸素が関
与している．モルモットで光アレルギー感作が成立す
図 2 ケトプロフェン貼付薬による光アレルギー性接
触皮膚炎．
貼付部位に一致して浮腫性紅斑．衣類を通して光線
曝露された上背部の皮疹は，項部より軽度である．

る．
光線過敏症状がでるまでの潜伏期間は比較的長いの
が特徴である．通常 2 週間から 1〜2 カ月の投与後に強
い日光曝露に伴い発症する．高齢者に高用量を長期間
投与すると生じやすい．病理組織像は海綿状態を示し

使用中止とステロイド外用，時に内服を併用して 1

湿疹反応である．時に浸潤を伴う落屑性紅斑を呈し，

カ月以内に 70％ の症例は軽快するが，3 カ月以上にわ

扁平苔癬様を呈したり，組織学的に苔癬様組織反応を

たり光線過敏症状が遷延する例があり，組織内にアレ

示す例がある．まれであるが光線性爪甲剝離症，全身

ルゲンが長期残留する可能性が考えられている．使用

性紅斑，日光蕁麻疹を生じた例が報告されている．

中止後も 1 カ月以上は遮光するよう指導する必要があ
る．
確定診断として光パッチテストを行うが，ケトプロ
フェンはプロピオン酸系 NSAIDs に属し，同系のスプ

内服照射試験で陽性を呈しても光パッチテストは陰
性との報告が多い．ヒトにおける光線過敏症の機序に
ついては光毒性と光アレルギー性の両者が考えられ
る．

ロフェン，チアプロフェン酸と光アレルギーの交叉反
応が見られる．抗原決定基については多数例の光パッ

7）抗腫瘍薬

チテストの結果，プロピオン酸基は関連せず，むしろ

5-FU とその誘導体であるテガフルは光線曝露によ

ベンゾフェノン基が共通するオキシベンゾンの光パッ

り湿疹様，扁平苔癬様，エリテマトーデス（特に wide

チテストが陽性となる例がある．オキシベンゾンはケ

spread DLE）
，ペラグラ様などの症状をきたす．ダカル

トプロフェン製剤にも添加 さ れ て い る こ と が あ る

バジンは光毒性を有し，浮腫性の紅斑を生じる．点滴

UVB 吸収剤である．なお，前述したが高脂血症治療薬

静注後最低半日は遮光が必要である．前立腺癌治療薬

であるフェノフィブラートもベンゾフェノン構造を有

１９）
のフルタミド
（オダインⓇ）
，ビカルタミド２０）による一

し，交叉反応することがある．

過性の光線過敏症状が報告されている．パクリタキセ

フルルビプロフ ェ ン や フ ェ ル ビ ナ ク な ど 新 し い

ル投与に伴って露光部の多形紅斑，爪甲剝離症が生じ

NSAIDs 外用剤は光感作を起こしにくく，またケトプ

た例が報告されている．分子標的治療薬であるゲフィ

ロフェンとの光交差反応も示さないことから，ケトプ

チニブ，イマチニブなどの使用頻度が植えており，座

ロフェンに光感作された者や，露光部へ使用しなけれ

瘡様発疹が有名であるが，まれに光線過敏症を生じる

ばならない患者に有用と思われる．

ことがある．

c）スプロフェン
最近はまれになったが，NSAIDs 外用薬として顔面，
頸部などに好んで用いられたスプロフェン外用薬によ

8）特発性肺線維症治療薬
世界で初めて承認され最近発売されたピルフェニド
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薬疹

ンは，臨床試験で半数以上に光線過敏症状が生じ，サ

る日光遮断を厳密に行う．皮疹に対しては症状の軽重，

ンスクリーン剤を配布して塗布させたが，程度は軽く

部位に応じてステロイド外用薬を選択する．重症例に

なるものの光線過敏症の頻度は減らなかった２１）．さほ

はステロイドの短期内服を追加する．日光遮断は薬剤

２２）

ど使用頻度が高い薬剤ではないが，光毒性 と光遺伝

中止後最低 2 週間必要である．
通常，発疹は原因薬剤中止，光線防御を行えば 2 週

毒性を持つため，後の皮膚癌発生にも十分な注意が必

間程度で消退する．気づかずに長期間内服，光線曝露

要である．
5．治

を続けていると，内服を中止しても光線過敏症状が持

療

続する persistent light reaction に移行するこ と が あ

被疑薬剤を中止し，衣服，帽子，手袋ならびに UVA
領域まで遮断する広波長域サンスクリーン剤塗布によ
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