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Fosfomycin capsuleの 使 用 経 験
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川崎市立川崎病院産婦人科

ホスホマイシンはMerck社 とCEPA社 で共同開発 さ

れた新抗生物質 で,1-cis-1,2-epoxypropyl phosPhonic

acidの 化学名を もち,細 菌 細胞壁合成の初期 の段階 を阻

害 し,特 異な抗菌作用を示す といわれてい る。

今回,こ の新抗生物質を臨床に使用 し,い ささか の知

見を得たので報 告す る。

1) 対象 および投 与方法

対 象は川崎市立川崎病院産婦人科 を受診 した外来患者

お よび入院患者18名 であ り,年 令は24才 ～67才 の間

にわた っている。

投与方法は、カ プ セル 剤 を 用 い,1日 量 と して2,000

mgを4回 分服,こ れを4～11日 間投与 した。

2) 対象疾患 および原因菌

対象疾患 としては,尿 路感染症が最 も多 く,そ の内訳

は膀胱炎11例,腎 盂腎炎3例 であった。そ の他 には,

骨盤腹膜炎,静 脈炎,慢 性付属器炎 乳腺炎が1例 ず つ

であ った。

その各 々の疾患 の原因菌 として検出 された もの はE

coliが7例 と最 も多 く,次 いでKl66si6llaが2例 み ら

れ,そ の他にはProteus,Pseudomonas,Staphylococcus

が1例 ずつであ った。

3) 成 績(Table1)

臨床効果判定基準 は著 効,有 効,無 効にわけ,そ の基

準 を次の ように決 めた。

著 効:主 要 自他覚症状 が3日 以 内に著 しく改善 し,治

癒 に至 った場合

有効:主 要 自他覚症状が3日 以 内 に 改善 の 傾 向 を 示

し,そ の後治癒 した場合

無効:主 要 自他覚症状が3日 経過 して も改善されない

場合

臨床的効果につ いてみ ると,18例 中著効3例,有 効8

例 で,7例 が無効 とな り,61%の 有効率 となっている。

この7例 の無効例の大半は,子 宮癌III期,IV期 の長期 入

院患者で,以 前か ら他の抗生剤の投与が無効 であった症

例であ る。

細菌学的効果 についてみ ると,有 効9例,無 効2例,

そ して不明が7例 とな った。効果 についての判定は,投

与後の尿培養検査で細菌が検出 されなか った ものを有効

とし,ま た投与前の尿 培養検査で細菌が証明 されなか っ

た ものを不 明 とした。

本剤 の感受性 テス トの結果 をみる と,MIC値 が6.25

μg/ml以 下は9例 であった。 この9例 中臨床的 に も有

効 と認め られ たのは6例 であ り,臨 床的に も無効 であっ

た ものは3例 であ った。

MIC値6.25μg/ml以 下の 内訳はEcoli7例(う ち

1例 はProteusと 混合感 染),Pseudomoms,Staphylo-

coccusが 各1例 であった。

MIC値12.5μg/ml以 上 の症 例は2例 あ り,そ の両 例

とも原 因菌 はKlebsiellaで あった。

なお,MICの 測定 に際 してはホスホマイ シソ小委員会

法に準 じて測定 した。

4) 検 査 成 績(Table2)

測定 し得た症例に対 して,末 梢血(赤 血球,白 血球,

血色素),肝 機能(黄 疸指数,GOT,GPT,ア ルカ リフォ

ス ファターゼ),理 化学(総 蛋 白,ク レアチ ニン,BUN)

を投与前 と,投 与後に実施 したが,投 与前 と投 与後に著

変を示 す症例はなか った。

5) 副 作 用

途 中で投 与を中止 しなければな らないぼ どの重篤 な副

作用 は全症例 に認め られなか った。

今 回,ホ スホマイ シソを臨床に使用 し,18例 の症 例か

らい ささか の知見 を得 た。

1) 臨床 的にみ る と,61%の 有効率で あった。

2) 細菌学的 には効果 がは っき り証 明 で きた も のが

50%で あった。

3) 感受性 テス トにおいて も,11例 中9例 が感受性 を

有 していたが,Klebsiellaに 対 しては2症 例 とも

無効で あった。

4) 検査成績,副 作用 ともに臨床応用 をため らわせ る

ものはなか った。

以 上の結果 か ら,ま た,臨 床的無効例 の大半が子 宮癌

患者 の他 剤無効例であ ることを併せて考 えるとホスホマ

イシ ソは感染症 に使用す る価値の あ る薬剤 と考 え ら れ

る。
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Fosfomycin is a new antibiotic co-developed by Merck & Co., U. S. A. and CEPA, Spain. 
It has been reported that fosfomycin acts by inhibiting biosynthesis of the bacterial cell wall in the 

primary stage. 
Fosfomycin was administered to 18 patients of our clinic, and the following results were obtained. 
1. Satisfactory therapeutic effects were observed in 11 (61%) of 18 patients. 
2. Bacteriological effect was noted in 50% of the patients treated. 
3. In 9 of 11 cases, causative organisms showed good sensitivity to fosfomycin, but Klebsiella 

isolated from 2 cases demonstrated rather poor sensitivity to the drug. 
4. No significant side-effects were observed in the laboratory tests as well as in the clinical obser-

vations.

Table 2 Laboratory findings


