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呼 吸 器 感 染 症 に お け るazithromycinの 臨 床 的 検 討

杉 山温人 ・工藤宏一郎

国立病院医療センター呼吸器科*#

(#現 国立国際医療センター呼吸器科)

新 しく開発 された経 口用マクロライ ド系抗菌薬azithromycinを 急性気管支炎2例,肺 炎1例,

びまん性汎細気管支炎の急性増悪1例 の計4例 に投与 し,臨 床的効果お よび副作用 について検

討 した。1回 量250mgま たは500mgを1日1回,3日 間(1例 のみ1日)投 与 し,全 例有効の結果 を

得 た。本剤投与による副作用 としては下痢1例 であ り,本 剤 に関係あると見 られる臨床検査値

異常は認め られなかった。
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ファイザー社で新 しく開発 された経 口用マクロライ ド

系抗菌薬azithromycin(AZM)を,4例 の呼吸器感染症 に

投与 し,その有効性 と安全性について検討 を加えたので,

その結果を報告する。

対象は平成5年2月 より同年8月 まで に国立病院医療セ

ンター呼吸器科の外来に通院治療 し,本 試験の参加 に同

意の得 られた男性3例,女 性1例 計4例 の患者である。そ

の内訳は,急 性気管支炎2例,肺 炎1例(気 管支喘息の基

礎疾患 を有 した),び まん性汎細気管支炎の急性増悪1

例であった。Table 1に対象 とした症例の年齢,性 別,

原因菌などを示す。

投与方法 は,AZM 1回250mgま たは500mgを1日1回

(朝食後)経 口投与 した。投与 日数はTable 1に 示すごと

く3日(1例 のみ1日)で あった。

治療効果の判定は,松 本 らが作成 した化学療法剤の効

果判定基準1)に基づ き,本 剤投与後,解 熱,咳 嗽,喀 痰

量の減少あるいは胸部X線 上での明らかな改善 をみたも

の を有効,そ の うち3日 以内に速やかな改善をみたもの

を著効,多 少の軽 快を認めたものの明 らかな改善ではな

い場合 をやや有効,症 状の改善のみられないものを無効

とし,ま た,副 作用等で投与を中止 したもの,途 中で来

院 しなくなったもの,診 断に困難が生 じたものは判定不

能 とした。

また,本 剤投与前後の細菌学的検討を行い細菌学的効

果 を判定 した。

本剤 の安全性の検討 を目的 として投与前後の自 ・他覚

症状の観察,末 梢血液像,肝 ・腎機能,尿 所見の検索 を

実施 した。AZM投 与前後の臨床検査値 をTable 2に 示 し

た。

AZMを 投与 した4例 の治療成績はTable 1に 示 した如

く,急 性気管支炎2例,肺 炎1例,び まん性汎細気管支

炎の急性増悪1例 は全例有効であった。

AZM投 与前 に原因菌の検出 された症例 は2例 あ り,

Streptococcus pneumoniae 1株,Haemophilus influenzae 1株

であった。本剤投与後2株 とも除菌された。

以下各症例についての概要 を示す。

症例1:び まん性汎細気管支炎の急性増悪70歳 男性

びまん性汎細気管支炎のため昭和60年 より当院受診。

少量 のerythromycin(EM)療 法 によって原病はほぼ寛解

に近い状態 となっていたが,平 成5年2月7日 より咳嗽,

喀痰が出現 し,2月14日 には38℃ の発熱が出現 したため,

翌 日当科受診。本剤500mg/日 を1回 投与 したところ,

中等度の下痢が発現 したため,薬 剤を連用できず中止と

なった。 しか し,わ ずか1回 の投与 にてCRP,赤 沈が減少

し,解 熱,咳 嗽,喀 痰の消失など臨床症状の改善 も認め

られ,ま た投与前に喀痰 より検 出されたS.pneumoniaeも

投薬により消失 したことから,臨 床効果は有効 とした。

症例2:急 性気管支炎16歳 男性

平成5年2月15日 頃よ り咳嗽が 出現 し,2月19日 頃か

らは37.2～37.8℃ の発熱が認められたため,2月22日 当

科外来受診 となる。本剤250mg/日 を3日 間投与 した。

喀痰からは常在菌のみ しか検出されず細菌学的効果は不

明であったが,解 熱,咳 嗽および胸痛の消失,赤 沈およ

びCRPの 改善が認められたので臨床効果は有効 とした。

症例3:急 性気管支炎62歳 女性

平成5年2月27日 か ら咳 嗽が 出現 し,3月2日 より

38.3℃ の発熱が認め られたため,翌 日より本剤250mg/

日を3日 間投与 した。喀痰か らは常在菌のみ しか検出さ

れず細菌学的効果は不明であったが,解 熱,喀 痰の量お

よび性状,CRP,赤 沈の改善が認め られたので臨床効果

は有効 とした。

症例4:肺 炎52歳 男性

平成5年7月24日 よ り発熱,咳 嗽,喀 痰(黄 色)が 認め

られ喘息発作の状態 となったため,7月28日 外来受診。
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Table 1. Clinical results of azithromycin

*Before

/ After

 DPB: diffuse panbronchiolitis NF: normal flora

Table 2. Laboratory findings before and after administration of azithromycin

B: before A: after

喀痰 よりH.influenzaeが 起炎菌 として検 出された。本剤

250mg/日 を3日 間投与 した ところ,4日 後には咳嗽,喀

痰,呼 吸困難が消失 し,7日 後には胸部 ラ音の消失,赤

沈およびCRPの 減少,除 菌効果が認められたので有効 と

判定 した。

本剤 による副作用は全4例 中1例 で,症 例1に 投与中止

に至る下痢が見 られた。中止 により自然に軽快 したこと

から,本 剤 との因果関係 は多分関連あ りと判定 した。

本剤に起因すると考え られる臨床検査値の異常は特 に

認められなかった。

AZMは ファイザー社で開発 された15員 環の構造 を有

する新マクロライ ド系抗菌薬であ り,広 い抗菌スペク ト

ルを有す る。EMに 比べ,グ ラム陰性菌 であ るNeisseria

gonorrhoeae,H.influenzaeに 対 しては抗菌力が4倍 程高 く,

Moraxella catarrhalis, Campylobacter,Legionellaに 対 しては

2倍程抗菌力が高いとの報告がある2)。

また,AZMは 血 中か ら組織への移行 に優 れ,血 中濃

度は低いにもかかわらず,長 期間にわた り高い組織内濃

度が維持 されるという特徴 を有する3,4)。

このような体内動態の特徴から,本 剤 は呼吸器感染症

において1日1回3日 間投与で治療効果が期待で きる もの

と考えられる。

今回我々は,呼 吸器感染症 と診断された患者 を対象 に,

AZMに よる治療 を試み,か つ,そ の臨床効果,副 作 用

について検討 を行 った。

副作用 としては1例 に下痢 を認めたが,臨 床検査値の

異常は認め られなかった。また,今 回検討 した4例 では

全例有効であ り,少 数の経験ではあったが,本 剤 は臨床

的に有用性の高い薬剤であることを示唆 したもの と思わ

れる。
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Clinical study of azithromycin in respiratory infection

Haruhito Sugiyama and Koichiro Kudo
Division of Pulmonary Diseases, National Hospital Medical Center

(Division of Pulmonary Diseases, National International Medical Center)
1-21-1 Toyama, Shinjuku 162, Japan

A newly developed oral macrolide antibacterial agent, azithromycin (AZM) , was administered to 2

cases of acute bronchitis, 1 of pneumonia and 1 of diffuse panbronchiolitis during the acute aggravation

period, to examine its clinical effect and possible adverse reactions. The drug was administered at a dose

of 250 or 500mg once a day for 1•`3 days. The response was rated good in all 4 cases. As adverse

reactions due to the administration of AZM, diarrhea appeared in 1 case. No abnormal laboratory values

thought to be related to the administered drug were observed.


