
試験結果の概要 

 

試験実施者（企業名） 第一三共株式会社 

商品名（既承認の場合） グレースビット®錠 50 mg、細粒 10% 

有効成分名 シタフロキサシン水和物 

試験の名称 DU-6859a 第 3 相臨床試験 -呼吸器感染症を対象とした一般

臨床試験- 

試験責任医師名 独立行政法人国立病院機構道北病院 山崎泰宏、他 42 名 

試験実施施設 独立行政法人国立病院機構道北病院、他 42 施設 

公表文献 

（本試験結果の報告文献） 

斎藤厚, 谷川原祐介, 渡辺彰, 他. 呼吸器感染症に対する

sitafloxacin の一般臨床試験. 日化療会誌. 2008; 56(S-1): 63-80. 

試験期間 

（最初の被験者の組入日～

最後の被験者の完了日） 

2005 年 1 月 20 日～2006 年 3 月 31 日 

試験のフェーズ フェーズ 3（第 3 相臨床試験） 

試験の目的 市中肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染および急性気管支炎に

対する DU-6859a の有効性と安全性をオープン試験にて検討

する。また、Population Pharmacokinetics（PPK）法を用いて、

被験者ごとの AUC/MIC、Cmax/MIC などの PK/PD パラメータ

を算出し、有効性との相関を検討する。 

試験の方法 多施設共同一般臨床試験 

被験者数 

（計画時・解析時） 

計画時：150 例 

投与例数：148 例 

有効性解析例数：133 例 

対象基準 対象：市中肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、急性気管支炎 

選択基準： 

1) 同意の能力を有し、同意書に自署できる患者 

2) 同意取得時点の年齢が満 20 歳以上である患者（性、入

院・外来の別は問わない） 

3) 治験薬投与開始日またはその前日に下記症状・所見基

準を満たす患者 

（1）市中肺炎 

（a）胸部X線写真あるいは胸部CT検査などの画像検査で、

急性に新たに出現した肺炎様陰影を認める。 

（b）血液検査にて、白血球数増加（施設正常値上限を超え

る）あるいは CRP 上昇（1.0 mg/dL 以上）を認める。 



（c）上記 2 項目を満たし、かつ下記の 4 項目の 2 項目以上

を満足しなければならない。 

i．37℃以上の発熱症状を認める（腋窩）。 

ii．咳嗽、膿性痰の喀出、胸痛、呼吸困難など、いずれ

かの呼吸器症状を認める。 

iii．胸部ラ音を認める。 

iv．喀痰などの臨床検体から、起炎菌と推定される微生

物が確認される、あるいは確認される可能性の高い良

質の検体が得られる。 

（2）慢性呼吸器病変の二次感染 

（a）病歴や胸部 X 線などによって急性気管支炎や肺炎を

除外し、慢性肺疾患の存在が確認されている。 

（b）咳嗽・痰の新たな出現、あるいは喀痰量の増加や膿性

度の悪化を認める。 

（c）血液検査にて、CRP 上昇（0.7 mg/dL 以上）を認める。

なお、下記の条件を満たしていることが望ましい。 

i．起炎菌が明確であるもの。 

ii．37 度以上の発熱症状を認める（腋窩）。 

iii．血液検査にて、白血球数増加（施設正常値上限を超

える）を認める。 

（3）急性気管支炎 

（a）起炎微生物と推定される細菌が喀痰などの検体から確

認されるもの、あるいは確認される可能性が高い良質な

検体が採取されるもの。 

（b）下記 3 項目中 2 項目以上を満たす。 

i．37 度以上の発熱症状を認める（腋窩）。 

ii．血液検査にて、白血球数増加（施設正常値上限を超

える）を認める。 

iii．血液検査にて、CRP 上昇（0.7 mg/dL 以上）を認める。 

除外基準： 

被験薬、用量・投与方法、

ロット番号 

DU-6859a 50 mg または 100 mg BID 

治療期間 7 日間の連日投与 

対照薬、用量・投与方法、

ロット番号 

なし 

エンドポイント 治験薬投与終了・中止時の臨床効果における有効率 

統計手法 1. 有効性 



点推定値とその両側 95%信頼区間を算出した。主たる解析対

象集団は治験実施計画書に適合した対象集団（PPS）とした。 

2. 薬物動態・PK/PD 

2.1 母集団薬物動態解析 

本治験および臨床薬理試験データを用い、シタフロキサシン

の母集団薬物動態パラメータを算出した。CLcr、体重、年齢

などが本薬の薬物動態パラメータに及ぼす影響を検討した。

得られた母集団薬物動態パラメータと各被験者の血清中濃度

を用い、ベイズ推定により各被験者の薬物動態パラメータ

（Cmax、AUC0-24hおよびトラフ値）を算出した。 

2.2 PK/PD 解析 

有効性は Cmax/MIC または AUC0-24h/MIC と有効率または消失

率の関係について、ロジスティック回帰モデルを用いて検討

した。安全性は有害事象または副作用を発現した被験者と発

現していない被験者での Cmax、AUC0-24hおよびトラフ値（C12h）

の要約統計量を算出・比較した。 

3. 安全性 

有害事象発現率と副作用発現率の点推定値およびその両側

95%信頼区間を算出した。臨床検査値の推移は、投与開始前

を基準とした Wilcoxon 符号付順位検定を行った（ただし、検

定の P 値は記述的指標として扱った）。血液検査は時期別に

要約統計量を算出し、尿検査は時期別に頻度集計を行った。 

要約・結論 有効率は、50 mg BID で 92.3%（96/104）、100 mg BID で 93.1%

（27/29）であった。陰性化率は、50 mg BID で 89.1%（57/64）、

100 mg BID で 82.4%（14/17）であった。主な原因菌の消失率

は、S. pneumoniae 91.7%（22/24）、H. influenzae 100%（24/24）

であった。 

ベイズ推定により算出した呼吸器感染症患者の Cmaxおよび

AUC0-24hは、50 mg BID でそれぞれ 0.57 ± 0.21 μg/mL および

9.38 ± 4.24 μg∙h/mL、100 mg BID でそれぞれ 1.17 ± 0.45 μg/mL

および 17.16 ± 6.52 μg∙h/mL であった。Cmax/MIC が 5 以下また

はAUC0-24h/MICが 100以下の場合は原因菌の消失率はそれぞ

れ 33.3%（3/9）または 40.0%（4/10）と低かったが、Cmax/MIC

が 5 を超える場合は 96.3%（79/82）、AUC0-24h/MIC が 100 を

超える場合は 96.3%（78/81）の消失率が得られた。また、本

試験で得られた全原因菌に対する DU-6859a の MIC90 は 0.1 

μg/mLであり、呼吸器感染症の原因菌の 9 割に対しては 50 mg 



BID で Cmax/MIC 5 および AUC0-24h/MIC 100 をほぼ満たすと考

えられた。 

副作用発現率は、50 mg BID で 43.5%（50/115）、100 mg BID

で 42.4%（14/33）であった。主な副作用は下痢または軟便で

あり、その発現率は 13.5%（20/148）であった。下痢または

軟便の発現被験者の Cmax および AUC0-24hは、非発現被験者に

比べ高い傾向が認められた。また、重度と判定された副作用

は認められなかった。 

以上の成績より、呼吸器感染症に対する DU-6859a の用法・

用量は 1 回 50 mg 1 日 2 回が適切であると判断した。 

本概要の作成日 2011 年 7 月 5 日 

 


