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小児科領 域におけ るFosfomycin dry syrupの 検討

志 水 哲 也

名古屋第二赤十字病院小児科

(院長:富 永健二博士)

1. 緒 言

ボスホマイ シンはア メリカMerck社 お よび スペ イン

CEPA社 の共同開発に よる もの で,Streptomyces fra-

diae, S. viridochromogenesお よびS. wedmorensfsな

どの放 線菌 が産生 する新 しい抗 生物質で,構 造が極め て

簡単 なため合成法に より製 造 されている。

この抗 生物質は広範囲の抗 菌スペ ク トラムを示す とさ

れ,と くに大腸菌,変 形菌,サ ルモ ネラお よび黄色 ブド

ウ球菌に よる各種感染症 が投与対象 と考 え られ ている。

今回,小 児用製剤 として開発 された ホスホマイ シソ ド

ライ シロップを小児感染症に対 し使用す る機会 を得 たの

で,そ の臨床成績につ き若干 の検討を加 え報告 する。

2. 使 用 対 象 蝉

昭和48年11月 か ら昭和49年4月 までに来院 した,

生後1カ 月～11歳 までの乳幼児お よび学童,計33例 で

あ る。

対象疾患は,膀 胱炎,腎 孟腎炎 を 含 む 尿路 感染症10

例,小 児下痢症10例,お よび扁桃炎,気 管 支炎,肺 炎

を含む気道感染症13例 で ある。

3. 投与量 および投与方法

本剤100mg(力 価)/kg/dayを 原則 とし,95～150mg/

kg/dayの 範囲で1日3回 分服 とした。9歳 以上 の症例

2例 だけは細粒 のまま投与 したが,他 の31例 はすべ て

シロップとして投与 した。 シロヅプの調製濃度は50mg

(力価)/mlと な るよ うに行 なった。

4. 抗菌力の測定

臨床か らの分離菌29株 を用いた。

測定法は ホスホ マイシソ抗菌力測定法を用 いた。す な

わち,普 通 ブイ ヨンに18時 間培養 した菌液 を滅菌生食

水で1,000倍 希釈 し,そ の1白 金耳量 を,あ らか じめ耐

性検査用 のシャー レに ボスホマイシ ソを100μg/mlか ら

0.78μg/mlま で倍数希釈 してか ためたNutrient Agar

寒天平板(pH6.8)に 塗抹接種 した。37℃ の フラン器

で18～24時 間培養後,対 照 と比較 し,MICを 測定 し

た。

5. 効 果 判 定

効果 の判定は臨床症状,臨 床検査成績を参考 とし,下

記 のとお り定めた。

著 効:2～3日 で主症状お よび臨床検査成績 の著 明に

改善 された もの。

有効:3～5日 で主症状お よび臨床検査成績 の著 明に

改善 され たもの。

や や有 効:主 症状お よび臨床検査成績 のある程度 改善

され たもの。

無 効:臨 床症状お よび検査成績 の改善 のみ られない も

の。 なお,症 状 の改善は ある程度 みられ て も,明 らかな

起 因菌 の消失がみ られ なか った ものは無 効 とした。

6. 使 用 成 績

a) 使 用効果につ いて

尿路感染症に対す る治療成績 をTable1に 示 した。

明 らかに起因菌 の検 出され た症例 は,5例 で,E.colf 4

例,Proteus1例 であ った。 また,起 因菌 とは断定で き

ないがStaph. epidermidisが,2例 検出 された。効果を

起因菌別にみ る と,E.coli 4例 中著 効2例,有 効2例,

Proteus 1例 中有 効1例,Staph. epidermidis2例 中有

効1例,や や 有効1例 であ った。全体につ いてみ る と,

10例 中著効4例,有 効4例,や や有効2例 で,有 効以上

の有効率 は10例 中8例(80%)で あ った。

Table2は 小 児下痢症に対す る使用成 績 の一 覧 で あ

る。 これ ら下 痢症か らの検出菌 はEcoli5例,う ち病

原大腸 菌1例,Klebsiella 1例, Serratia 1例,Pseu-

domonas aeruginosa1例 で ある。 この うち,E.coli 5

例 中著 効3例,有 効2例,Klebsiellaは1例 中無 効1例,

Serratia1例 中著効1例, Pseudomonas aerugfnosa 1

例 中無 効1例 で あった。全例 につ いてみる と,10例 中著

効5例,有 効2例,無 効3例 で,有 効率 は10例 中7例

(70%)で あ った。

気道感染症 に対す る臨床 効果をTable3に 示 した。

咽頭か らの分離菌 は大半が常在菌であ った。症例1の 溶

連菌感染症で は,あ る程 度臨床症状 の改善をみたが,起

因菌 の消失 がみ られずABPCに 変更後始 め て菌 の消失

をみたた め無効 とした。気道 感染症13例 中著効7例,

有効4例,や や有効1例,無 効1例,で 有効率13例 中

11例(84.6%)で あ った。

以上 の全症例に対す る有効率は33例 中26例(78.7

%)で あ った。

b) 副作用につい て

33例 中2例 に下痢 を認 めた以外,と くに副作用 と思わ
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れ るものは認め なか った。

本剤使用前お よび使 用 中 あ る い は使 用 後 にGOT,

GPT,ア ル カ リフォス ファターゼ,尿 素窒素値につ いて

検討 した。Fig.1に 示す とお り,と くに使 用前,後 に著

明な変 動は認め られず,ま た使用前正常 であ った ものが

使用後異常値 まで上昇を示 した ものは1例 もなか った。

7. 検出菌のMIC測 定成績(Table4)

本剤使用 の患児か らの検出菌お よび一 部他患児か らの

検 出菌 に対 するMIC測 定成績は,比 較的広範 囲な感受

性 を示 したが,Klebsiellaに 対 しては4株 中3株 に100

μg/ml以 上の耐性を示 した。

8. 考 按

ホスホマイ シンのCa塩 は吸湿性が弱 いので経 口剤 と

して用 い られ る。 このCa塩 の特長 は広領域抗生物質で

ある こと,殺 菌性物質で あること,交 差耐性 がないこと,

安全性 が高い こと,抗 原性のない こと,等 い くつか の項

目があげられている。本剤につい ての治療成績は昭和49

年6月,第22回 日本化学療 法学会総会にお いて新薬 シ

ソポジウム として とりあげ られ各方面か らの報告が まと

め られた。 この報告(わ れわれの症例 も含 まれてい るの

Fig. 1 Laboratory findings

Table 4 MIC of f osf omycin against clinical isolated organisms
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であるが)か らみる と,小 児科領域 におけ る ドライシ質

ップの治療効果 は,呼 吸器感染症 では73.4%の 有効率

が,尿 路感染症 では74.5%,腸 管感染症 では87.9%の

有効率 となっている。 さらに起因菌別にみ る と,Staph.

aureus, Staph. epidermidis,D. pneumoniaeの グラム

陽性球菌にす ぐれた成績を,ま たE.coli, Proteusに

もす ぐれた成績 がみ られてい る。 い っぼ う, Strept. he-

molytfcus, Klebsiell碗 こは臨床 効果 が余 り期待で きない

ようで ある,わ れわれ の症例 でもほぼ同 じような成績を

示 した。 さらにMICと 臨床効果 とが必ず しも一致 しな

い症例 も含 まれ てお り,本 剤使用に際 しては これ らの点

に も充分留意す る必要があ ろ う。

本剤の投与量 について著者は100mg/kg/dayと した

が,シ ソポ ジアムの報告では100mg/kg/day以 下 の投

与量 で も有 効率 が高 く,起 因菌や病 気の重症度 とも関係

す る と思わ れるが,今 後さらに検 討が必要 と考え る。

9. 結 語

小児尿路感染症10例,小 児下痢症10例,小 児気道

感染症13例 の計33例 に ホスホマイシ ン ドライ シロッ

プを1日100mg/kgを3回 にわけ て投与 した結果,有

効率78.7%を 示 した。副作用 と思われ るものは33例

中2例 に下痢 をみた 以外,忌 むべ き副作用は認め なか っ

た。

(稿を終 るに当 り,細 菌検 索に ご協力頂いた,第 二 日

赤病院中央検査室 浅井広 氏,上 田和裕氏に感謝致 しま

す 。)
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STUDIES ON FOSFOMYCIN DRY SYRUP IN PEDIATRIC FIELD 

TETSUYA SHIMIZU 

Department of Pediatrics, Nagoya Daini Red Cross Hospital

Fosfomycin dry syrup, a new antibacterial agent, was used for the treatment of urinary tract infec-
tion, infantile diarrhea and respiratory tract infection at dose of 100 mg/kg/day. 

The results obtained were as follows. 
1) The rate of effectiveness was 78. 7% in 33 cases consiting of 10 urinary tract infection, 10 

cases of acute enteritis and 13 cases of respiratory tract infection. 
2) Diarrhea was observed in 2 of 33 cases, but no other side effects were observed.


