
【組成・性状】

【効能・効果】
〈適応菌種〉
ホスホマイシンに感性のブドウ球菌属、大腸菌、赤痢菌、サルモ
ネラ属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、
プロビデンシア・レットゲリ、緑膿菌、カンピロバクター属
〈適応症〉
深在性皮膚感染症、膀胱炎、腎孟腎炎、感染性腸炎、涙嚢炎、麦
粒腫、瞼板腺炎、中耳炎、副鼻腔炎

【用法・用量】
通常、小児はホスホマイシンとして１日量40～120m（力価）/o

（ホスホミンドライシロップ400として0.1～0.3g/o）を３～４
回に分け経口投与する。
なお、年齢、症状に応じて適宜増減する。

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞
本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則と
して感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与
にとどめること。

【使用上の注意】
1.慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
肝障害のある患者［肝障害が悪化するおそれがある。］
2.副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実
施していない。
（1）重大な副作用（頻度不明）
偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれること
があるので、観察を十分に行い、腹痛、頻回の下痢があらわ
れた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

（2）その他の副作用

注1）観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中

止すること。

3.高齢者への投与
本剤は、主として腎臓から排泄されるが、高齢者では、一般に
腎機能が低下しているので減量するなど注意すること。
4.妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、投与しないこと
が望ましい。［妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。］

【薬物動態】
・生物学的同等性試験
健康成人男子にホスホミンドライシロップ400と標準製剤のそれぞ

れ1.25g（ホスホマイシンとして500m（力価））を、絶食時に単回経

口投与して血清中ホスホマイシン濃度を測定し、得られた薬物動態

パラメータ（AUC、Cmax）について分散分析にて統計解析を行った

結果、両剤の生物学的同等性が確認された（クロスオーバー法）。1）

平均±標準偏差（ｎ＝10）

血清中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体

液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

【薬効薬理】※※
ホスホマイシンは、細菌の細胞壁ペプチドグリカンの生合成を初期段

階で阻害することにより抗菌作用を示す。グラム陽性球菌のブドウ球

菌からグラム陰性菌の大腸菌、プロテウス属、セラチア属、緑膿菌に

至るまで広い抗菌スペクトルを有しており、菌体内に高濃度に取り込

まれ、殺菌的に作用する。2～3）

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：ホスホマイシンカルシウム水和物（Fosfomycin Calcium

Hydrate）

化学名：Monocalcium (2R,3S)-3-methyloxiran-2-ylphosphonate

monohydrate

構造式：

分子式：C3H5CaO4P･H2O

分子量：194.14

　　  ホスホミンドライシロップ400
　　  標準製剤
平均±標準偏差（n=10）

平均血清中ホスホマイシン濃度の時間的推移
　　　　　　　　　　　　　　（1.25g（500mg力価）投与）
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※※2014年11月改訂（第８版）
※2013年１月改訂

R

ホスホマイシン系抗生物質製剤

FOSFOMIN Drysyrup400
シロップ用ホスホマイシンカルシウム

貯　　法：室温保存
使用期限：３年（外箱に記載）

処方箋医薬品注）

R登録商標注）注意－医師等の処方箋により使用すること

スミ

判定パラメータ 参考パラメータ

AUC
（μg･hr/mL）

Cmax
（μg/mL）

Tmax
（hr）

T1/2
（hr）

ホスホミンドライシロップ400 17.79±2.10 3.55±0.46 2.4±0.5 1.9±0.7

標準製剤（ドライシロップ剤、
400m力価） 18.30±3.51 3.53±0.52 2.3±0.7 2.1±1.5

頻　度　不　明

肝　　臓注1) AST（GOT）、ALT（GPT）、Al-P、LDHの上昇等の
肝機能異常

消 化 器 下痢・軟便、食欲不振、嘔気、嘔吐、腹痛等

腎　　臓 浮腫、BUN上昇等

皮　　膚 発疹、蕁麻疹、瘙痒感等

血　　液 好酸球増多、血小板減少等

神 経 系 頭痛、耳鳴、眩暈等

菌交代症 口内炎等

そ の 他
ほてり、発赤、発熱、心悸亢進、倦怠感等、菌交代に
より非感受性のクレブシエラ・オキシトカがあらわれ
ることがある。

品 名 ホスホミンドライシロップ400

成 分 ・ 含 量
(１g中)

（日局）ホスホマイシンカルシウム水和物400m（力価）

添 加 物

白糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピ
ルセルロース、クエン酸水和物、ポリソルベート
80、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息
香酸プロピル、香料

性 状
白色の細粒状で、特異な芳香を有し、味は甘みが
ある

識 別 コ ー ド DK231（分包品）

日本標準商品分類番号

８７６１３５

承認番号 (63EM)2042

薬価収載 1990年７月

販売開始 1990年７月

再評価結果 2004年９月
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性　状：白色の結晶性の粉末である。

水に溶けにくく、メタノール又はエタノール（99.5）にはほと

んど溶けない。

【取扱い上の注意】
・安定性試験
最終包装製品を用いた長期保存試験（室温、３年間）の結果、外観

及び含量等は規格の範囲内であり、ホスホミンドライシロップ400

は通常の市場流通下において３年間安定であることが確認された。4）

【包　　装】
ホスホミンドライシロップ400：　　　　100g

１g×120包

【主要文献及び文献請求先】
1)ダイト株式会社　社内資料（生物学的同等性試験）

2)JPDI2011，じほう，1832（2011）

3)第十六改正日本薬局方解説書，C-4607，廣川書店

4)ダイト株式会社　社内資料（安定性試験）

［文献請求先］
主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

ダイト株式会社　信頼性保証本部安全管理室

〒101-0047　東京都千代田区内神田3-6-2

TEL：03-5294-7147　FAX：03-5294-7148

（9:00～17:30／土日祝日を除く）

※※
※

製造販売元
富山県富山市八日町326番地

発売
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