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アセトアミノフェンに腎障害はある？ない？ 
 

1. アセトアミノフェンと NSAIDs の違い 

アセトアミノフェンも他の NSAIDs 同様、添付文書上では重篤な腎障害には禁忌となって

いますが、中枢神経系におけるプロスタグランディンの合成を阻害して鎮痛・解熱効果を

もたらす一方、末梢のプロスタグランディンには作用しません。そのため、抗炎症作用は

ほとんど期待できないアセトアミノフェンは NSAIDs ではなく、鎮痛解熱剤に分類されます。

添付文書の禁忌記載内容はアセトアミノフェンと NSAIDs は全く同じですが（表 1）、NSAID

ｓに伴う消化性潰瘍・消化管出血、抗血小板作用による出血リスク増大、アスピリン喘息

（NSAIDs 喘息と考えてよい）の NSAIDs に共通する 3 大副作用がほとんどない代わりに、

大量服用により肝障害を起こしやすい欠点があります。表 1 の赤字は不適切な記載と思わ

れる部分です。 

 
 

2.腎障害はアセトアミノフェンで本当に起こらないのか？ 

実は日本腎臓学会の発行しているエビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2009 によ

るとアセトアミノフェンの腎障害が NSAIDs に比べて明らかに低いという記載はありませ

ん。しかし、実際に NSAIDs 投与によって悪化して腎機能がアセトアミノフェンに変更する

ことによって回復したという症例報告はわが国でよく見かけます。腎障害は末梢に作用し

ないアセトアミノフェンでは少ないと考えられ、米国では 1996 年に National Kidney 

Foundation 、米国老年医学会が CKD 患者や高齢者の疼痛に対して鎮痛薬を使用する際はア

NSAIDs代表 アセトアミノフェン代表

商品名 ロキソニンⓇ カロナールⓇ

一般名 ロキソプロフェンNa アセトアミノフェン

禁忌について

消化性潰瘍のある患者 禁忌 禁忌

重篤な血液の異常がある患者 禁忌 禁忌

重篤な肝障害のある患者 禁忌 禁忌

重篤な腎障害のある患者 禁忌 禁忌

重篤な心機能不全のある患者 禁忌 禁忌

過敏症のある患者 禁忌 禁忌

アスピリン喘息のある患者 禁忌 禁忌

妊娠末期の婦人 禁忌 －

表1.アセトアミノフェンとNSAIDsの添付文書の比較



セトアミノフェンを選択することを推奨しました 1）2）。わが国の緩和医療でも腎障害患

者では NSAIDs ではなく、アセトアミノフェンが優先して用いられています 3）。しかしア

セトアミノフェンは腎障害患者に優先的に用いられているためか、NSAIDs と比較して明ら

かにアセトアミノフェンの腎障害が少ないという大規模無研究はありません。腎障害に関

してアセトアミノフェンが有利か否かについては今後の検討が必要ですが、相対的な安全

性を考慮すると、胃障害を起こしやすく出血しやすい末期腎不全患者にはアセトアミノフ

ェンが NSAIDs に比し、安全と考えられます。 

 

3.どのような症例が腎障害を起こしやすいか？ 

鎮痛薬腎症の報告はオーストラリアで多く、3.7～20％と言われており、透析導入患者の

10.2％に及びます。鎮痛薬腎症は頭痛ないし腰痛のある中年女性に多く、長年にわたり、連

日服用した症例に多いとされています 4）。腎排泄性の鎮痛薬の毒性代謝物濃度が腎乳頭部

では皮質より 10 倍以上に濃縮されるために乳頭部に壊死を起こし、腎機能障害を起こすと

されていますが、フェナセチンが 1983 年に米国で製造中止になった後、フェナセチンの毒

性代謝物による乳頭壊死と確認された剖検例は 1978 年～1980 年には 4％ありましたが、 フ

ェナセチンが製造中止になり、アセトアミノフェンに変更された 2000 年～2002 年には 616

名の剖検例中、乳頭壊死は 79 歳の男性 1 例のみ（0.2%）に激減しました 5）。それでも腎

障害発症リスクがアセトアミノフェンで依然高いのは CKD 患者には COX 阻害による急性

腎傷害発症リスクが高くなるため NSAIDs は使われず、優先的に投与されたアセトアミノフ

ェンで末期腎不全になるという報告は recruitment bias があり、アセトアミノフェンが急性腎

傷害の原因ではなく腎機能の低下した症例に優先的にアセトアミノフェンが使われていた

という結果であると指摘する報告もあります 6）。 

一方、米国では NSAIDs は最も腎障

害の頻度の高い薬物としても注目されて

います。もともと腎障害があると低下した

糸球体濾過率を補うため、レニン-アンジ

オテンシン-アルドステロン系、交感神経

系が賦活化され、腎血管が収縮し、糸球

体内圧は上がるものの糸球体過剰濾過、

つまり糸球体のオーバーワークによって

機能するネフロン数は漸減し、腎機能は

低下し続けます。しかし腎における血管

腎障害の存在

図.NSAIDsによる腎障害発現のメカニズム
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ANP: atrial natriuretic peptide, PG: prostaglandin  



拡張因子であるプロスタグランディン（PG）が代償的に分泌されることによって腎機能の更なる悪化

を防いでいます。このような状態下で PG の合成を阻害する NSAIDs を投与すると腎障害はさらに

悪化すると考えられています（図）7）。脱水はNSAIDsによる腎虚血を助長し、うっ血性心不全は腎

への酸素供給量を低下させ、高齢、糖尿病、高血圧は糸球体を構成する細動脈の動脈硬化を促

進し、いずれも腎障害をさらに悪化させる因子と考えられています。 

余談ですが米国では NSAIDs に起因する胃腸障害によって 1 年に 107,000 人が入院し、関

節炎だけに限っても少なくとも 1 年に 16,500 名が 8）、リウマチに関しては少なくとも 2,000

名が 9）NSAIDs 服用に関連した死亡が発生しているといわれています。これらのほとんど

が消化管出血によるものですが、アセトアミノフェンは早産児の熱発に懸濁液として鼻腔

チューブから投与するほど胃には優しい薬です。アセトアミノフェンを 1 回 1000mg などの

大量投与をしない限り、COX-2 選択的阻害薬よりも胃には安全です。市販薬のタイレノー

ルⓇには「空腹時でも飲める優しさ」というキャッチフレーズがありますが、医療用医薬品

のカロナールⓇは消化性潰瘍のある患者に禁忌になっています。厚労省はいったい何を考え

てこんな禁忌を作ったのでしょうか？腎障害患者や胃潰瘍のある患者は NSAIDs もアセト

アミノフェンも投与してはいけないのなら、最初からペンタジンⓇやレペタンⓇ、モルヒネ

などを使えと言いたいのでしょうか？全く理解に苦しみます。 

 

4.まとめ 

アセトアミノフェンに腎障害がないという確固たるエビデンスがないのが事実です。腎

障害がないことを示すには大規模の無作為化二重盲検試験が必要と思われますが、非常に

安価なアセトアミノフェンに対し企業が大量の資金を投じて大規模試験が行われることは

ないと思います。上述した様々な状況的証拠からアセトアミノフェンは腎には安全といい

たいのですが……。残念ながら今はまだはっきり言えません。（文責：平田純生） 
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