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静注用Fosfomycinの 臨床的検討

北 原 克 之

長岡中央総合病院内科

Fosfomycin (FOM)はStreptamycesか ら産生 され,広

い抗菌 スペ ク トラムを示 し,殺 菌的 で細 胞壁合成阻害 作

用 を有す る新 しい抗生剤 である。経 口用 のFOMに つ い

てはす でに報告 したが,次 いで静注用のFOMを 使用 す

る機会 を得 たの でその結果 を報告す る。

対象お よび方法(Table 1)

対象 昭和49年9月 か ら12月 までの4カ 月間,当 科

に入院 した呼吸器疾 患10例 である。性別は 男3例,女7

例,年 齢22歳 か ら87歳 で,疾 患別に み る と肺炎8例,気

管支炎1例 と感染症 が9例 で残 り1例 は 入院時,肺 炎 を

疑ったが後に気管支癌 と診断 された症 例であ る。診断 は

胸部レ線所見,気 管支造影,気 管支鏡,生 検,喀 疾細 胞

診な どに より決定 した。起炎菌は肺炎 桿菌3例,黄 色ブ ド

ウ球菌1例 で残 り6例 は常 在菌 であ った り,喀 疲が 出な

いため 起炎菌 は不 明であった。

用法 ・用量 使 用 したFOMは1バ イア ル中1g(力

価)含 有のNa塩 で すべての症 例に1日2回12時 間 ご と

(午前6時 と午後6時)に1gを5%ブ ドウ糖20mlに 溶

解 し5分 間で静 注 した。使用期間はすべ て7日 間としたが,

1例 だけは死亡 したため6日 間 しか使用 できなか った。

したがって使用総量は9例 が14g,1例 が12gで あった。

効果判定 自覚症状,胸 部 レ線像,白 血球数,血 沈値

な どによって行 ない,起 炎菌の明らかなばあいは細菌 学的

検討 を加 え,有 効,や や有効,無 効 であ らわ した。

臨床検査 副作用 の有無を検討 するため,使 用前後,

全例 に肝機能検査(GOT, GPT,ア ルカ リフ ォスファタ

ーゼ
,LDH,血 清 ビ リル ビン),腎 機能検 査(検 尿,BUN,

血清 クレアチニ ン),一 般検血(赤 血球数,血 色素 量,ヘ

マ トクリッ ト,白 血球数,血 液像,血 小板)お よび血清

蛋 白分画 を検査 し,異常 を認め たばあいは 中止後 も追求 し

た。な お 前 回 使 用 し た 経 口 用FOMで8例 中2例 に

GOT, GPTの 上昇 が認め られ たため,肝 機能検査 につい

ては使用中(3日 目)に も調べ た。

血 中濃度7例 につ いて測定 した。初 回注射後30分,

2時 間,6時 間に採 血 し,ボ スホマ イシン体 液濃度測定法

に したが い,Difcoのnutrient agarを 用 い,標 準希釈液

は0.05 M tris bufferを 用い,Proteus sp.(MB 838)を

検定菌 として薄層 カップ法 で測定 した。

結 果

薬剤効 果(Table 1)各 症例 につ いての臨床成績,経

過 はTable 2の とお りで症例 ごとの詳細は 省略す るが,

症例6は 感染症 で なか ったため,効 果判定か ら除いた。

9例 につ いて上述の基準 によ り判定 した薬剤効 果は有効

5例,や や 有効2例,無 効2例 であ った。有効 の5例 は 自

覚症状,胸 部 レ線所 見の著 明な改善,起 炎菌 の消失,血

沈値,白 血球数の改善 を認めた。症例8お よび10は 自覚

症状 は改善 したが,胸 部 レ線所見の改善が軽微 であ った

ためや や有効 と判定 した。症 例4は 自覚症状 はやや 改善

したが胸部 レ線 所見は全 く不変 で無効 と判定 した。 この

症例 は数 カ月前 か ら胸部 レ線上,同 様 の陰影 を指摘 され

てお り,その後LCM, DOTCを 使用 したが胸部 レ線所 見

は全 く不変 で慢 性肺炎 を考 えた。症例5は87歳 の老齢 で

Table 1 Clinical results
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入院後,呼 吸 困難,チ ア ノーゼ も出現 し,治 療 後6日 目

で全身衰弱 と呼吸不 全のため死亡 した。 そのため使用後

の胸部 レ線は撮 れなかったが,白 血球増 多,自 覚症状 な

どか ら感染 による死亡 と考 え無効(悪 化)と 判定 した。

副作用(Table 1)2例 に認 め られ,い ず れ もtrans-

aminaseの 異常 であった。すなわ ち症例5 (Table 3)は

使 用6日 目にGOTが69と 上 昇 したが 同 日死亡 したた

め,そ の後の追 求はで きず,ま たFOMに よる異常 か ど

うか も不 明であ った。症例8 (Table 4 , 6)は 使 用前およ

び3日 後 は正常 であ ったが使用後,GOT 56 , GPT 59と

上昇 してい た。陳 旧性 と思われ る肺結核症 もあったため

FOM中 止後す ぐSM 1g週2回, INH O.3g連 日使用 を

開始 し,肝 機 能検査 を追 求 した。FOM中 止 後GOT,

GPTと もやや低下 したが軽度 の異常値 が続 いた ため12

Table 2 Clinical courses

B : before treatment A: after treatment
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月7日 で抗結核剤 を中止 した ところ中止後10日 目で正

常 値 となった。抗結 核 剤がGOT , GPTの 異常 を 持続

させ た と 考 え られ るが,GOT , GPTの 上 昇 自体 は

FOMに よる もの と思われる。しか し,ア ル カリフ ォスフ

ァターゼ,LDH,血 清 ビ リルピン値 の異常は2例 とも認

め られ なか った。これ らの所見は経 口用FOMの ばあ い

と全 く同様であ った。 なお その他 の臨床検査上 の異常は

全例に認め られ なか った。 また注射 自体 による症状 も含

め て 自覚 的 な副作用 は10例 中1例 もな く,気管支癌 によ

る左無 気肺 の症例6で はFOM注 射 に よ り胸 痛が 軽減

し,中 止後 も注射 を希望 した。

血 中濃度(Table 5)　 各症例 ともほぼ似 た値 を示 し,

30分 後 は70.0～54.0(平 均60.3)μg/ml,2時 間後は27.0

～14・5(22.5)μ9/mlで6時 間後 で も10.0～33(7.0)μ9/

mlの 血中濃度が得 られ た。血 中濃度 と体重 あた りの使用

量お よび薬剤効 果 との相関 は認め られ なか った。

Table 3 Laboratory data (1)

B: before treatment, D: during treatment, A: after treatment

Table 4 Laboratory data (2)

B : before treatment, D : during treatment, A : after treatment
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結請 な らびに考按

静 注用FOMを 呼吸器疾患10例(感 染症9例,悪 性 腫

瘍1例)に 使用 し,そ の効 果,副 作用,血 中濃度 な どに

つ いて検 討 した。

1.　 使 用量は全例1日2g,6～7日 間で臨床 効果 は気

管支癌 の1例 を除 くと有効5例,や や有効2例,無 効2例

で有効率 は78%で あ った。

2.　 副作 用 はtransaminaseの 上 昇 が2例 に み られ

た。1例 は中止後に死亡 したが,1例 は使用 中に 原病 によ

る呼吸不 全 で死亡 したため,GOTの 上昇 がFOMに よ

るものか ど うか は明 らかで なか った。 しか し2例 ともア

ルカ リフ ォスファターゼ,LDH,血 清 ビ リル ビン値の異

常 はな く,真 の肝機能障 害か どうかは不 明であった。 こ

れは 経 口用FOMの ばあい と全 く同 じ所 見であった。

3.　 血中濃度 は7例 につ いて測定 し,1g静 注後の 平

均値 は30分60.3μg/ml, 2時 間22.5μg/ml, 6時 間7.0μg

/mlで あった。

4.　 本 剤 は呼吸 器感染 症 に対 し有益 な抗 生剤 であ る

が,本 剤使 用時は定期的に肝機能検査 を行 な うべ きであ

る と考 える。
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CLINICAL STUDIES ON FOSFOMYCIN 

KATSUYUKI KITAHARA 

Department of Internal Medicine, Nagaoka Chuo Hospital

Fosfomycin was used intravenously, 2 g daily for 6•`7 days, in 10 patients with pulmonary diseases (pneumonia 

8, bronchitis 1, bronchial carcinoma 1). 

1. The clinical results were good in 5 patients, fair in 2 patients, poor in 2 patients and undecided in one patient 

of bronchial carcinoma. 

2. Side effects were observed in 2 patients. Elevations of serum glutamic oxalacetic transaminase (S-GOT) 

and serum glutamic pyruvic transaminase (S-GPT) were observed in one patient and elevation of S-GOT in 

another patient. One patient showed normal S-GOT and S-GPT after cessation of the drug, but the other died 

from respiratory failure due to his original pulmonary diease during treatment. But abnormality was not 

observed in alkaline phosphatase, serum lactic dehydrogenase or in serum bilirubin level in both patients.

3. Average serum concentration of fosfomycin at 30 min., 2 hrs., 6 hrs. after 1 g intravenous administration was 

60.3 , 22.5 , 7.0 ƒÊg/ml respectively.

4. Fosfomycin is an effective drug for treatment of respiratory infectious diseases, but liver function tests 

should be examined periodically during treatment.


