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Summary 
 

This report is a fatal case of suspected unintentional theophylline intoxication in a 83 
-year-old female patient with chronic obstructive pulmonary disease, asthma, 
hypertension and chronic kidney disease, who was brought to the Musashino Japanese 
Red cross hospital. She had been complaining fatigue, nausea, diarrhea and abdominal 
pain for a week, diagnosed with gastroenteritis 3 days before. 
She was found being having seizures on her bed by her acquaintance in the morning. 
On the arrival at ER, her physical findings were normal. She had a high fever, 
elevated blood pressure, sinus tachycardia and polypnea. Her seizures were repeated 
and refractory. As she had been polymedicated with theophylline extended-release 
tablet 200mg bid and her symptoms, theophylline intoxication was suspected and later 
confirmed with a level of 55.02μg/ml. A 4-hour-haemodialysis(HD) was effective to 
remove the excessive theophylline and her theophylline level fell to10.31μg/ml 2hrs 
after the HD (43.42μg/ml 3hrs before the HD-11.5hrs after the first measurement). No 
seizure occurred along with her falling theophylline levels. Her body temperature and 
heart rate fell, which resulted in improved consciousness. Despite of that, her 
consciousness became impaired again after a while as blood pressure dropped with 
bradycardia. She died 21hours after the HD. She was elderly with complications and 
polymedicated with verapamil, which elevated theophylline level. Her theophylline 
level is suspected to be always above the current recommended therapeutic range. 
Sever theophylline intoxication is fatal especially for elderly patients. Regular 
theophylline therapeutic drug monitoring might contribute to the prevention of 
theophylline intoxication by knowing the patient’s compliance. Loss of appetite, 
nausea, headache and insomnia are among typical symptoms of theophylline 
intoxication. For patients with those symptoms should be advised properly. 
Prescriptions especially for elderly patients should be checked carefully due to their 
poor compliance tendency and drug-drug interactions caused by polymedications and 
altered clearance. 
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Ⅰ．諸言 

Theophylline の効果・副作用は血漿中濃度に相

関 す る こ と か ら TDM( Therapeutic Drug 

Monitering)対象薬に指定されている。治療域が狭

い上、治療域内でも食欲不振・悪心・頭痛・不眠など

の中毒症状が出現する場合があることが知られてい

る。近年、気管支喘息・慢性閉塞性肺疾患(COPD)

治療において、より安全で効果的な薬剤の選択肢が

増えたことから、theophylline は気管支拡張目的で

はなく、吸入ステロイドの抗炎症作用増強目的に低

用量で使用されることが多い。承認用量は、成人で

400mg/日で適宜増減 1)、治療域は5 ～15μg/mL、

小児および高齢者では 5 ～10 μg/mL と安全性を

考慮した設定が推奨されている。 

今回、特徴的な theophylline の中毒症状が見逃

され重篤化し、血液透析による体外除去を試みたが

救命出来なかった theophylline 400mg/日で管理

下の高齢患者１例を経験したので報告する。 

Ⅱ．症例 

症例：83 歳,女性,独居,身寄り無し 

主訴：痙攣・意識障害  

既往歴：肺気腫・気管支喘息・高血圧・慢性腎臓病

(CKD)・腰部脊柱管狭窄症 

現病歴：201●12 月○日、約１週間前より全身倦怠

感・嘔吐・下痢・左下腹部痛が出現。3 日前から数回

にわたり医療機関を受診したが、胃腸炎として加療さ

れた。来院当日朝 7 時半ごろ、心配して訪問した近

所に住む友人に自宅居室内のベッドで痙攣している

ところを発見され、当院に救急搬送された。 

搬入時現症：身長 149cm 体重 53Kg 

血圧 169/102mmHg  心拍数 150 回/分・不整  

体温 39.3℃ 呼吸数 20 回/分 

動脈血酸素飽和度 98%(room air)  

GCS(Glasgow Coma Scale)E4V1M4 

（訳） 
 
当院に緊急搬入された、重篤 theophylline 中毒で致死的な転機をたどった高齢者１例を報

告する。患者は 83 歳女性、既往歴に肺気腫・気管支喘息・高血圧・慢性腎臓病があった。１週間

前から全身倦怠感・嘔吐・下痢・腹痛が出現、3 日前に胃腸炎の診断を受けていた。搬入当日

朝、自室で痙攣しているところを近所の知人に発見された。搬入時身体所見には異常なく、高

熱・血圧上昇・頻脈・頻呼吸のみが認められた。全身性痙攣は反復性であった。患者には徐放性

theophylline 200mg ×2 が複数の併用薬とともに定時処方されていた。薬歴と症状から

theophylline 中毒を疑い血漿中濃度を測定したところ、55.02μg/ml と高値を示した。4 時間の

HD により、HD 開始 3 時間前 43.42μg/ml (初回測定から 11.5 時間後) から HD 終了 2 時間

後には 10.31μg/ml まで低下した。血漿中濃度低下に伴い痙攣はみられなくなり、熱と心拍数は

低下、意識レベルは改善した。しかし、その後、意識障害・血圧低下・除脈が出現し、HD施行21
時間後に死亡した。患者は高齢で、合併症・併用薬 verapamil により、普段から theophylline
血漿中濃度が高値であった可能性がある。高齢者の theophylline 中毒は重篤化すると致死的

である。Theophylline の TDM(therapeutic drug monitering)は中毒を疑うときに限らず、服

薬コンプライアンスの把握、中毒症状の重篤化防止に定期的に施行する必要性が示唆される。

Theophylline 処方患者で、食欲不振・悪心・頭痛・不眠の訴えがある場合、積極的に中毒を疑

い、適切な指導が望まれる。とりわけ高齢者は合併症から多剤併用になりやすいため、服薬コン

プライアンス・薬物相互作用・薬物動態変化を考慮した注意深い処方監査が必要である。 
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頭頸部：眼球結膜黄染（－）、眼瞼結膜貧血（－）、咽 

頭発赤腫脹（－）、頸部リンパ節腫脹（－） 

胸部：no wheeze  no crackles 

腹部：平坦軟、腸蠕動音（亢進減弱なし）、圧痛（－）、

CVA 叩打痛（－） 

下肢：浮腫（－） 皮膚：皮疹（－）、チアノーゼ（－） 

入院時検査所見： 

【血算】WBC 11900 /mcl Hb 12.3 g/dl Plt 56.5

×104 /μl 

【生化学検査】 

Alb:3.5 g/dl  LDH:486 IU/l  AST: 67 IU/l    

ALT: 21 IU/l   

BUN: 26.1mg/dl  Scr: 2.01mg/dl  eGFR:  

18.8ml/min/1.73m3   

CK: 1269 IU/l  ミオグロビン: 4190 IU/l  NH3: 21 

μg/dl  CRP:1.02g/dl 

【凝固系】PT INR 1.29 APTT 35.1 sec Fib 343 

mg/dl D-dimer 0.5≧ 

【動脈血液ガス分析】 

pH7.55  PaCO2(動脈血二酸化炭素分圧)  

21.1mmHg  PaO2 (動脈血酸素分圧)83.3mmHg 

HCO3 22.4mmol/l 

Na/K/Cl  142.3/3.16/101mmol/l  Glu(グルコー 

ス濃度)137mg/dl  Lac(乳酸値)71.4mg/dl   

Hb12.5g/dl  BE(塩基過剰) -2.4 

COHb(一酸化炭素ヘモグロビン)0.7%  MetHb(メト

ヘモグロビン)0.1% Ca1.37mmol/l  AG(アニオン

ギャップ) 26.4mmol/l  SaO2 (動脈血酸素飽和

度)96.5% 

入院前処方歴：(Table1) 

 

 

Table1. 入院前処方 Prescriptions before admission 
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入院後経過：初療室搬入後、発熱・痙攣の原因精査

のために血液培養採取・頭部 CT・MRI・腰椎穿刺を

行った。精査過程で全身性痙攣が繰り返し出現し、

その都度 diazepam 5mg で頓挫したが、3 回目出現

時は diazepam 5mg に加え phenobarbital 750mg

を必要とした。頭部 CT・MRI の結果は異状なく、髄

液検査においても髄膜炎を疑う所見は認められなか

った為、原因不明の痙攣発作の経過観察目的に

HCU(High Care Unit)に入院した。胃腸炎症状以

外、明らかな感染徴候なく、抗菌薬は投与せずに経

過観察とした。HCU 入室後も全身性痙攣が出現した

が投薬準備中に自然頓挫した。病棟入室後、患者の

お薬手帳を確認、定期処方で徐放性 theophylline

製剤 400mg/日が多剤併用で処方されていることに

着目した。１か月前に制吐剤の臨時処方がされてい

ることから消化器症状の持続、主科から zopiclone、

他科から etyl loflazepate がされていることから不眠

や不安等の精神症状の存在、繰り返す痙攣、搬入時

点で高熱と心拍数の増加がみられていることから

theophylline 中毒の可能性が高いと考え、血漿中濃

度測定を担当医に進言した。結果、搬入時血液採取

時点での血漿中濃度は 55.02μg/ml と高値であった。

高齢かつ、全身性痙攣が繰り返し出現していることか

ら theophylline の体外除去が必要と判断し、腎臓内

科 医 に 相 談 の 上 、 血 液 透 析 （ HD ： 透 析 器

APS-18EL 血 液 流 量 200ml/h 透 析 液 流 量

500ml/h）を 4 時間施行した。血漿中濃度は、初回測

定の 11.5 時間後(HD 開始 3 時間前)43.42μg/ml

から HD 開始 3 時間後 10.81μg/ml に低下し、HD

終了 2 時間後は 10.31μg/ml となった(Fig.1)。血漿

中濃度低下に伴い痙攣は認められなくなり体温は低

下した。心拍数は低下したが、血圧には同じ傾向が

認められなかった(Fig.1)。HD 終了 4 時間後（入院 2

日目朝）には意識レベルは改善し、問い掛けで自分

の名前が言えるようになったが、昼ごろから再度意識

障害と、血圧低下、徐脈が生じた。HD 終了 7 時間後

の theophylline 血漿中濃度は、9.67μg/ml で再上

昇は認められなかった。原因精査を行ったが、明らか

な原因は特定できず、HD 終了 21 時間後に永眠とな

った。 

Ⅲ．考察 

本症例には癲癇の既往がなく、痙攣の原因となる

脳器質性疾患（頭部外傷,脳血管障害,髄膜炎・脳炎・

脳腫瘍等の感染症）は搬入後の精査により除外され

た。電解質・血糖いずれも異常が認められないことか

ら、処方薬の関与が疑われる。 

前 医 処 方 で 痙 攣 の 報 告 が あ る 薬 剤 は

theophylline と levofloxacin である。本症例は

eGFR の低下が認められており CKD の診断を受け

て い た 。 こ れ に よ り levofloxacin の 投 与 量 は 、

loading 後 減 じ ら れ て 処 方 さ れ て い た 。

Theophylline の血漿中濃度上昇は ciprofloxacin

等他のキノロン系薬剤との併用で報告されているが、

levofloxacin では報告されていない 2)3)。搬入時の

theophylline 血漿中濃度 55.02μg/ml は異常な高

値である。その状況下において、levofloxacin による

痙攣が theophylline と無関係で出現したとは考えに

くい。 

Theophylline の血漿中濃度と副作用・中毒症状

の関係は、>20μg/ml で嘔気・嘔吐などの消化器症

状、>40μg/ml で中枢神経状・不整脈・痙攣、>60μ

g/ml で全身痙攣または死亡とされている 1)。中毒症

状は薬理作用の延長上にあり、アデノシン受容体刺

激作用と間接的なアドレナリン作用が増強されること

で毒性が発揮される。本症例には、消化器症状・頻

脈・中枢神経症状・全身性痙攣のすべてが認められ

た。しかし、theophyllineによるβアドレナリン受容体

刺激作用による心筋刺激作用、すなわち頻脈は認め

られても血圧低下が認められない。また、腎機能低下

があっても血清 K 値上昇が認められないのは、嘔気・

嘔吐・下痢による消化管からの K 消失と考えられ、

theophylline 中毒による血清 K 低下との関連付けが

容易ではない。実際、本症例の theophylline 中毒

判明は搬入後約 8 時間後であった。 

本症例には、少なくとも過去 3 年間 theophylline 

400mg 分 2/日が継続的に処方されていた。健康成

人 の定 常 状 態 における 400 mg 分 2/日 の  

theophylline 血漿中濃度推移は theophylline の体

内動態パラメータ値(Table2)と報告の Tmax7h1)から、

おおよそ 4.0～7.0μg/ml 程度と推定される。 
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Theophylline は低い未変化体尿中排泄率と肝抽

出 比 (45/0.815/1600=0.03) 及 び binding 

insensitive な 性 質 か ら 、 定 常 状 態 に お け る

theophylline の総血漿中濃度（血漿中濃度）及び血

漿中遊離型濃度は肝固有クリアランスの変化のみの

影響を受ける(Table2)。肝において CYP1A2, 2E1

Table2.PK parameters of theophylline and factors determing the PK parameters 体内動態パラメータと

体内動態の特徴づけ (文献 4) より） 

※算出値 Predicted pre haemodialysis  theophylline level calculated by Kel=0.0206/h HD:haemodialysis  

Fig1.Time course of theophylline levels and vital signs 
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および 3A4 によって代謝されることから、それら代謝

酵素の活性を低下させる遺伝的素因・環境因子・合

併症・併用薬等で、theophylline の血漿中濃度は変

化する 1)4)5)。カルテの既往歴には記載がなかったが、

患 者 の 定 期 処 方 に trichlormethiazide ・

spironolactone・verapamil・apixaban があることか

ら 心 不 全 が あ っ た と 考 え ら れ る 。 心 不 全 は

theophylline のクリアランスを約 60%低下させる 1)。

また、併用の verapamil は CYP3A4 を阻害し、

theophylline のクリアランスを 20%以上低下させる 5)。

高齢者と COPD は、同様に theophylline クリアラン

ス低下の因子である 1)4)。これらから、平常時より本症

例の theophylline 血漿中濃度は、推奨される治療

域を超えていた可能性が高い。内服コンプライアンス

に問題があった為に中毒症状が持続しなかったか、

症状があっても theophylline の薬理作用と関連付け

られなかった可能性が考えられる。前医では血漿中

濃度の定期的な確認はされていなかった。中毒症状

を疑う場合に限らず、theophylline の定期的 TDM

の 必 要 性 が 示 唆 さ れ る 。 本 症 例 の 異 常 な

theophylline 血漿中濃度の上昇は、投与量の多さ

に加え複数回の嘔吐・下痢による血管内脱水で

Vp(細胞外液容量)の低下による Vd(分布容積)の低

下、theophylline の肝固有クリアランスに大きな低下

が生じたものと推測される。Theophylline クリアラン

ス低下の原因に発熱の持続 5)、基礎にある CKD に

加え血管内脱水による腎前性腎障害による腎クリアラ

ンス低下が生じていることから、併用薬の排泄遅延が

何らかの関与をしている可能性が示唆される。しかし、

聞き取り出来なかった為、痙攣発現前の内服状況や

処方外薬剤の使用の有無が不明で、theophylline

血漿中濃度高値に至った原因究明には限界がある。 

Theophylline 中毒での死亡率は、おおよそ 5%前

後から報告によっては 10%とされる 6)7)8)。急性中毒の

場合、theophylline 血漿中濃度と重篤化・致死率は

相関するが、慢性中毒の場合には相関しない 6)7)。年

齢は、theophylline 慢性中毒における重篤化の予

測因子として報告されている 6)7)9)。75 歳を超える高

齢者は 25 歳未満と比較すると、血漿中濃度に関わら

ず高齢者の重篤化は 16.7 倍 9)、60 歳を超える高齢

者で痙攣した場合は致死率 50%以上であったと報告

されている 10)11)。Theophylline の Vd は中程度、

binging-insensitive の性質から中毒時の血液灌流

法および HD が theophylline クリアランス上昇に有

効であると考えられる。血液灌流法においては血小

板減少のリスクと施行できる施設が限られること、血液

灌流法の有効性は HD を上回らないことが報告され

ている 6)12)13)14)。本症例には HD を施行し、血漿中

濃度を治療域内に低下させることが出来た。しかし一

方で、重篤中毒症状出現後に体外除去を行った場

合、50％以上の患者は体外除去後も中毒症状が出

現しており、必ずしも予後を改善するとは限らない  
6)13)。そのため血液灌流法や HD の施行は、痙攣ま

たは不整脈の出現前に施行することが推奨されてい

る 6)13)。本症例は 83 歳の全身痙攣出現後の慢性中

毒患者であり、既報通り HD 施行は予後を改善しな

かった。意識レベル改善後の臨床症状の急激な変化

と、HD 後も体内に残存する theophylline との関連

は不明である。 

Theophylline 中毒は死に至る可能性を有する。

本症例から theophylline の定期的 TDMは、服薬状

況把握および中毒発現と重篤化防止に必要であるこ

とが示唆される。Theophylline が処方されている患

者において、食欲不振・悪心・頭痛・不眠などの訴え

がある場合、症状が軽微であっても積極的に中毒を

疑い、適切な指導が望まれる。高齢者は合併症から

多剤併用になりやすい。服薬コンプライアンス・薬物

相互作用・薬物動態変化を考慮した注意深い処方監

査が必要である。薬剤師は薬学的視点から積極的に

医師の意思決定に関与し、医師と協働で患者を守ら

なければならない。 

 

本論文は、第 6 回日本アプライド・セラピューティクス

学会学術大会一般演題「救命できなかった高齢者の

テオフィリン（TEO）中毒患者からのメッセージ」に加

筆したものである。 

 

【利益相反】 

開示すべき利益相反関係のある企業等なし。 
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