
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 -非淋菌性性感染症を対象とした

一般臨床試験- 

試験責任医師名 医療法人育愛会札幌東豊病院 南邦弘、他 13 名 

試験実施施設 医療法人育愛会札幌東豊病院、他 13 施設 
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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 5 月 16 日～2006 年 5 月 19 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 非淋菌性性感染症（非淋菌性尿道炎、非淋菌性子宮頸管炎）

に対する DU-6859a の有効性および安全性を一般臨床試験で

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:100 例（非淋菌性尿道炎 50 例、非淋菌性子宮頸管炎

50 例） 

投与例数：87 例（非淋菌性尿道炎 44 例、非淋菌性子宮頸管

炎 43 例） 

有効性解析例数：75 例（非淋菌性尿道炎 35 例、非淋菌性子

宮頸管炎 40 例） 

対象基準 対象：非淋菌性尿道炎、非淋菌性子宮頸管炎（クラミジア性） 

選択基準： 

（非淋菌性尿道炎） 

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（入院・

外来は問わない） 

ただし、外来患者をエントリーする場合は確実な経過



観察が可能な患者 

3) 治験薬投与開始日またはその前日に次の条件を満たす

患者 

（1）性：男性 

（2）症状：尿道分泌物を排出するもの、または、診察時に

尿道分泌物を排出していなくても、問診により尿道分

泌物を排出していたことが確認できたもの 

（3）白血球数：3 視野以上平均 ≥5 コ／1000 倍（尿道スミ

ア） 

（4）微生物：予備診断として、尿道粘膜上皮または尿道分

泌物塗抹標本の染色により、鏡検下双球菌が白血球内

に存在していないことが確認できたもの 

4) 追跡調査のための 2 回目の来院日（投与終了 1-2 週間

後：後期薬効判定）までの間、性交渉を行わない患者。

ただし、可能な限り最終検査時（投与終了 4-6 週後：

治癒判定）まで来院し、投与終了 1-2 週間後：後期薬

効判定から最終検査時（投与終了 4-6 週後：治癒判定）

までの治験期間中は性交渉を避け、性交渉を行う場合

にはコンドームを使用する患者 

（非淋菌性子宮頸管炎＜クラミジア性＞） 

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（入院・

外来は問わない） 

3) 治験薬投与開始日またはその前日に次の条件を満たす

患者 

（1）性：女性 

（2）微生物：N. gonorrhoeae の存在が認められていないも

のあるいは存在が認められないと推定されるもの、か

つ C. trachomatis が認められたかあるいはその存在が

推定されるもの 

除外基準： 

被験薬、用量・投与方法、

ロット番号 

DU-6859a 1 回 50 mg、1 日 2 回経口投与 

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 （1）非淋菌性クラミジア性および M. genitalium 性尿道炎薬



効判定における後期薬効判定時の総合臨床効果の有効

率 

（2）非淋菌性非クラミジア性非 M. genitalium 性尿道炎薬効

判定における後期薬効判定時の総合臨床効果の有効率 

（3）非淋菌性子宮頸管炎（クラミジア性）における投与終了

1-2 週間後の総合臨床効果の有効率 

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. 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 男子非淋菌性尿道炎に対する臨床効果は UTI 薬効評価基準

（第 4 版暫定案）追補に準じて判定した。 

男子非淋菌性尿道炎における総合臨床効果の有効率は、全体

で 88.6%（31/35）であり、投与前に検出された病原体により

分類された疾患名別の有効率は、クラミジア性尿道炎で

85.2%（23/27）、非クラミジア性非 M. genitalium 性尿道炎で

100%（7/7）であり、M. genitalium 性尿道炎の 1 例は著効であ

った。病原体別の消失率は、C. trachomatis で 96.0%（24/25）、

U. urealyticum で 88.9%（8/9）、U. parvum で 100%（7/7）であ

り、M. genitalium は 3 株中 2 株が消失した。副作用は 27.3%

（12/44）に発現し、主な副作用は下痢であった。副作用の重

症度は、いずれも軽度あるいは中等度であった。 

C. trachomatis による子宮頸管炎に対する総合臨床効果の有

効率は、97.5%（39/40）であった｡C. trachomatis を対象とし

た microbiological outcome の eradication 率は 97.5%（39/40）

であり、clinical outcomeの cure率は、投与終了・中止時で32.5%

（13/40）、投与終了後 1～2 週で 47.5%（19/40）であった。 

副作用発現率は 23.3%（10/43）であり、最も発現率の高かっ

た副作用は下痢が 9.3%（4/43）であった。すべての副作用の

程度はいずれも軽度あるいは中等度であった。 

以上より、DU-6859a は非淋菌性尿道炎および C. trachomatis

を原因病原体とした子宮頸管炎に対して十分な有効性が期待



でき、安全性に重大な問題はないと考えられた。 

本概要の作成日 2011 年 7 月 5 日 

 


