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東海大学医学部泌尿器科*

Balonoxacinを 尿路性器感染症12例 に投与 し,そ の有効性,安 全性 について検討 した。単純

性尿路感染症7例,複 雑性尿路感染症4例,慢 性細菌性前立腺炎1例 に投与 しUTI薬 効評価基準

に従 って効果判定 を行 った。

UTI薬 効評価基準 に適合する単純性尿路感染症4例 では著効3例,有 効1例 であった。複雑性

尿路感染症2例 では著効1例,無 効1例 であった。慢性細菌性前立腺炎では1例 中有効1例 であっ

た。 自他覚 的副作用 は,下 痢,腹 痛 を1例 に認めた。臨床検査値上,1例 において投与後GPT

値の軽度上昇 を認めた。
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東海大学付属病 院泌尿器科 を平成3年11月 よ り平成4

年5月 までの期間に受診 し,治 験参加の承諾 を得 られた

外来患者12例 に投与 した。 その内訳は単純性尿路感染

症7例,複 雑性尿路感染症4例,慢 性細菌性前立腺炎1例

であった。

投与量は単純性尿路感染症4例 が1日200mg×2,3例 が

100mg×2で あった。複雑性尿路感染症2例 では100mg

×2,2例 が200mg×2で あった。慢性細菌性前立腺炎1例

では100mg×2で あった。投与期間は単純性尿路感染症

が3日 間,複 雑性尿路感染症が5日 間,慢 性細 菌性前立

腺炎が14日 間であった。

単純性尿路感染症7例,複 雑性尿路感染症4例,慢 性

細菌性前立腺炎1例 について,主 治医判定 ならびにUTI

薬効判定基準に従 って臨床効果判定 を行 った1)。また,

これ ら12例 に対 し自他覚 的副作用お よび臨床検査値 の

変動について検討を行った(Table 1～3)。

Table 1. Clinical summary of uncomplicated urinary tract infection patients treated with balofloxacin

AUC: acute uncomplicated cystitis AUP: acute uncomplicated pvelonephritis

*
before treatment

―

after treatment

**
UTI: criteria proposed by the Japanese UTI Committee
Dr.: Dr.'s evaluation

* 〒259-11神 奈 川県 伊勢 原市 望星 台
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単純性尿路感染症7例 中の主治医判定の結果 は著効4

例,有 効2例,無 効1例 であった。UTI薬 効評価基準 に適

合する4例 について,そ の総合臨床効果は4例 中著効3例,

有効1例 であった(Table 4)。

単 純 性 尿 路 感 染 症 に対 す る細 菌 学 的 効 果 は,投 与 前 の

分 離 菌 はEscherichia coli 3株,Streptococcus agalactiae 1

株 で 全 例 消 失 し た 。 投 与 後 出 現 菌 はLactobacillus 1株 で

あ っ た 。

Table 2. Clinical summary of complicated urinary tract infection patients treated with balofloxacin

CCC: chronic complicated cystitis BPH: benign prostatic hypertrophy

CCP: chronic complicated pyelonephritis
*
 before treatment

•\

after treatment

**
 UTI: criteria proposed by the Japanese Committee

Dr.: Dr.'s evaluation

Table 3. Clinical summary of chronic prostatitis patient treated with balofloxacin

CNS: coagulase-negative staphylococci

*
 before treatment

•\

after treatment

**
 UTI: criteria proposed by the Japanese UTI Committee

Dr.: Dr.'s evaluation

1) VB
1: voided bladder 1

2) EPS: expressed prostatic secretion

Table 4. Overall clinical efficacy of balofloxacin in uncomplicated UTI
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複雑性尿路感染症4例 中の主治医判定の結果は著効1

例,無 効2例,判 定不能1例 であった。症例No.2は 投与

前に細菌尿 を認めなかったため に判定不能 とした。UTI

薬効評価基準 に適合す る2例 について,そ の総合臨床効

果は2例 中著効1例,無 効1例 であった。UTI群 別の内訳

は第3群1例,第4群1例 であった。

細菌学的効果は,投 与前の分離菌 はEnterococcus faeca-

lis 1株,E.coli 1株 で,E.faecalis 1株 が存続 した。投与

後出現菌は認め られなかった。慢性細菌性前立腺炎は

UTI薬 効評価基準 に適合す る1例 について,そ の総合臨

床効果 は1例 中有効1例 であ り,主 治医判定 も有効であ

った。

自他覚的副作用は,下 痢,腹 痛 を1例 認めた。副作用

発生率 は12例 中1例(8.3%)で あ った。下痢,腹 痛 は,

薬剤投与中止後症状改善 し程度は軽度であった。投与前

後の臨床検査値の変動 を調べた症例 は7例 あ り,1例 に

おいて投与後GPT値 の軽度上昇を認めた。
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Balofloxacin (BLFX) was used to evaluate the therapeutic efficacy and safety in the treatment of

urological infections.

BLFX was administered to 7 patients with uncomplicated UTI, 4 with complicated UTI and 1 with

chronic prostatitis. The drug's efficacy was evaluated according to the criteria of the Japanese UTI

Committee.

In four assessable cases of uncomplicated UTI, the efficacy of BLFX was evaluated as excellent in 3

cases and moderate in 1. In two assessable cases of complicated UTI, BLFX was evaluated as excellent

in 1 case and poor in 1. In one assessable case of chronic prostatitis, the efficacy of BLFX was evaluated

as moderate.

Adverse effects during treatment were diarrhea and abdominal pain in 1 case.

As for laboratory findings, slight and transient elevation of GPT was noted in 1 case.


