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〔糊講罰

尿路感染症に対する抗生物質の尿中濃度の

      意義に関する実験的研究

神戸大学医学部泌尿器科学教室（主任：石神御次教授）

      三  田  俊  彦

  SIGNIFICANCE OF THE CONCENTRATION IN URINE

OF THE ANTIBIOTICS FOR UIRINARY TRACT INFECTION ：
          AN EXPERIMENTAL STUDY

Toshihiko MエTA

From the DePartment of Urology， Kobe University Sclzoo／ of Medicine

        （Director ： Prof． f． fshigami， M． D．）

  An experimental study was made using dogs with cutaneous ureterostomy i’n order to

elucidate the significance of concentration in urine of an antibiotic for urinary tract infection，

The antibiotic chosen was cephaloridine （CER）．

  1． lt was proved that CER in the vesical urine was mostly of renal origin and partly of

vesical tissue origin．

  2， 〈）Qncentration of CER in the vesical tissue was higher in the intact dog＃ than in the

dogs with ureterostomy． This su，ggests that the antib！otic in the bladder tissue originates from

the blood as well as from the urine in the bladder．

  3．Implantation of the ce工lulose tube containing E． coli was皿ade both on the control dogs

and dogs with ureterostomy． ln the former group， pretty high concentration of CER was proved

in the tube in 4 hours resulting in disappearance of the microorganism． ln the latter group，

however， microorganism decreased but persisted．

  4． Experimenta／ cystitis was made both in the control dogs and’ dogs with ureterostomy，

and CER was administered intravenously． The microorganis皿in the in且ammatory vesical

tissue was followed by means of bioautography， lnhibition of the growth was observed in 12

hours in the former group but not in the latter group even at 48 hours．

  From the above results， concentration of the antibiotics in urine is of great importance，

therefo’re， an antibiotic of choice should be such as one having high urinary excretion rate．

On the other hand， the antibiotic in the vesical tissue cannot be ignored because the site of

infiammation is tissue itself．

緒 言

 感染症に化学療法を施行する場合，投与薬剤の各炎

症病巣内濃度が重大な意味をもっことは明らかであ

る．その意味から臓器感染に対する番種抗生物質の効

果を検索するに当っては，投与薬剤の投与量と，各臓

器ひいては病巣内の薬剤濃度およびその時問的推移が

治療効果との関係において論ぜられているのが現状で

ある．しかし尿路感染症においては，投与薬剤は尿路

系各臓器内に分布されるのみならず，尿中にも大量排

泄され，さらにいったん尿中に排泄された薬剤が尿路

粘膜より再吸収されて病巣内に及ぶことも考えられ

る1一’11）．この場合，そのいずれが炎症の治療機転に，

より有効に働くかを解明することは本症の治療にさい

しきわめて意義あることと考えられる．

 一般に尿路感染症の治療には尿中排泄率の高く．tか
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つ体内における不活性化の少ない薬剤が好んで使用さ

れており，さらに種々の合併症を伴った複雑な尿路感

染症においては，全身投与の限界性が論ぜられ局所療

法の重要性も強調されつつあるのが現状である12・13）．

 著者は抗生物質を全身投与した場合，尿路感染症に

対するその尿中濃度の意義について以下に述べるごと

き基礎的実験をおこない，その作用機序について2，

3の知見を加え得たのでここに報告する．

研 究 項 目

 1．Cephaloridine3。・31）（以下CER）全身投与時の

尿中濃度，膀胱組織内濃度および膀胱内細菌の消長

 a）CERの尿中濃度および膀胱組織内濃度

 b）CER投与時の膀胱内細菌の雲量の推移

 2．CER全身投与時におけるイヌ炎症性膀胱組織

内の菌の消長

 a）Bioautographyの基礎的実験

   生菌の種類

   凍結による生菌数の変動

 b）Bioautographyによるイヌ炎症性膀胱組織内

の菌の消長

実験方法および成績

 抗生物質の尿路感染症に対する，局所炎症巣におけ

る作用機序を明らかにする目的でイヌを用い腎より排

泄される抗生物質が膀胱壁に直接作用しないように両

側尿管皮膚弓術を施行し （以下尿管皮膚繧群），いっ

ぽう排泄尿中の抗生物質も影響を及ぼす無処置犬を対

照とし （以下無処置群），2群に分けて以下に述べる

ような実験をおこなった（Fig．1）．

 すなわち体重約10～15kgのオスの健常成熟犬を用

いpentobarbital 15～20 mg／kg静脈内投与で麻酔4）

をおこない，下腹部正中切開にて経腹膜的に膀胱およ

び尿管に達し，膀胱より2～3cm腎側にて両側の尿

管を切断し，腎側の尿管に採尿の目的でカテーテルを

留置し，また膀胱側尿管の左側は結紮し，右側には膀

胱内までカテーテルを挿入し，そのカテーテルよりあ

らかじめ無菌的に蓄尿した正常犬目を両側尿管より流

出する尿量と同じ量を同一時間に膀胱へ注入し，さら

に尿道へもカテーテルを留置した．また無処置群にも

条件を同じくする意味で同様の麻酔を施し，さらに両

群とも5％ブドウ糖液500cc／6 hの割合で点滴静注

した．

 1．CER全身投与時の尿中濃度，膀胱組織内濃度

および膀胱内細菌の消長

 体内に投与された抗生物質が腎より尿中に排泄され

膀胱内細菌に直接作用するのか，体液内より膀胱組織

乙）o α拐ηe

0

Fig．1．実験方法

 材 料：健常成熟犬

 麻酔：pentobarbita1
 手 術：両側尿管皮膚吻合術施行

     膀胱側右尿管にネラトンチューブを挿入

 方 法：CERO．5，1．Og静脈内投与
     ネラトンチューブより正常下戸を尿管より

     流出する尿と同じ速度で膀胱へ注入

     尿管尿と膀胱尿を採取

に移行した抗生物質が作用するのかまだ明らかにされ

ていない．また，両者が同時に作用するとしてもどち

らが主役をなすのかも明らかでない．

 そこで，尿管皮膚痩群において尿管尿，膀胱尿（す

なわち，本尿中セこは実験犬自身の尿は含まれておら

ず，切断尿管より注入された他犬尿が膀胱粘膜よりの

分泌物を混じたのち尿道カテーテルより採取されたも

のである）中のCERの濃度および無処置群，尿管皮

膚繧群における膀胱組織内のCERの濃度を検索した．

さらに尿中trこ排泄：される抗生物質の膀胱内存在菌に対

する態度を比較検討した．

 a）CERの尿中濃度および膀胱組織内濃度

 尿中濃度

 2頭の尿管皮膚繧群に抗生物質としてCER O．5gを

5％ブドウ糖10ccに溶解，静脈内に投与し，その尿

管尿と膀胱尿を採取し，おのおのに含まれるCERの

量を測定した．

 尿中濃度の測定は薄層cup法にて測定し，検定菌

株としてBacillecs subtilis ATCC 6633を使用し，

標準曲線にはpH 6．0のリソ酸緩衝液を用いた，以下

CERの測定はいずれも上記方法によった．
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Table 1．尿管と膀胱より排泄される抗生物質濃度 CER O．5g静注投与

！ 2 tl， 6 8 総排泄量

    尿管尿
No． 1
    膀胱事

解          量38！cc 228 mg   165 m9

注入したイヌ尿量558  0    0

67．2mg i 56．7rng 1 42．1mg I 559．O

o ！ o I o l o

No．2
尿管尿

N胱尿
尿     量240
酷?ｵたイヌ尿量220

90．2

O．0007

264

@0，064

155

@0．180

50．3

O，115

16．7

O，054

576．2

@0．4137

 1頭の尿管尿におけるCERの排泄量は， 1時間

228mg，1～2時間165 mg，2～4時間67．2mg，

4～6時間56。7皿9，6～8時間42．1mg，8時間の

総排泄量は559．Omgと本剤の尿中への排泄はきわめ

て良好であった．いっぽう膀胱疲より注入した膀胱尿

中のCER，すなわち血中より膀胱組織を介して尿道

より採取された尿中へ移行したCERは全く認められ

なかった．他の1頭における尿管尿のCERの量は，

1時間90．2mg，1～2時間264 mg，2～4時間155

mg，4～6時間50．3mg，6～8時間16．71ngで，

8時間の総排泄量は576．2mgと前者と同様に尿中へ

の排泄はきわめて良好である．また膀胱尿にはきわめ

て微量であるがCERの排泄が認められた．すなわち

投与後1時間0．7γ，1～2時間64γ，2～4時間180

γ，4～6時間115γ，6～8時間S4γで8時間の総

排津量は413．7γとなり，4時間，6時間後にピーク

を示した（Table 1）．

 膀胱組織内濃度

 尿管皮膚痩男，無処置群の両群おのおの4頭ずつに

CER 19を5％ブドウ糖1Q ccに溶解，静注投与し，

6時間，！2時間後におのおの2頭の膀胱を摘出し，

CERの組織内濃度を測定した．

 組織内濃度の測定方法は摘出膀胱を直ちに250cc

滅菌生理食塩水にて4回洗浄し，膀胱壁に付着する薬

剤をじゅうぶんに除去した．なお，最：終回洗浄液より

CERは上述の生物学的測定法では検出されなかった．

つぎに膀胱壁全層をクレオスタットで10～20μの細

片にし，pH 6．0のりγ酸緩衝液で溶解し，ガラスホ

モゲナイザーでホモゲネートしたのち遠沈させ，その

上澄液について上述の生物学的測定法によりCERの

量を測定した。

 Table 2に示すごとく無処置群の膀胱組織内濃度は

6時間後でおのおの10．58mcg／g，11．Omcg／g，12時

間後で7．50mcg／9，7．71 mcg／9，いっぽう尿管皮膚

痩群では投与後おのおの6時間， 2．04mcg／9，1．81

mcg／9，12時間e．35 mcg／9，1．55 mcg／9で両部の間

にかなりの差が認められた．

 b）CER投与時の膀胱内細菌の門守の推移

 膀胱尿中の細菌の推移は，膀胱尿が流動性で細菌が

Table 2．膀胱組織内濃度 CER l g 1回静注

粛週遡！ 6 12

尿管皮膚巨群
2． 04 mcg／g

1 ． 81 mcg／g

無処置群
！O． 58 mcg／g

1 1 ． 00 mcg／g

O． 3s mcg／g

1 ． 5s mcg／g

7． 50 mcg／g

7．71 mcg／g

1
Dog urLne 250cc

CER
＠

f2．5mg

＠

   6
   ／2
  24

Fig， 2．

     ’｝

 時閤後，bufferの抗生物質濃喪を測定

予備実験 セルPt・一ズチューブへの抗生物質

の移行に関する実験

尿道より流出され，なんらかの方法を用いなければ

in vivoにおける実験は困難である．そこで網目24A

で水およびCER（分子量415．5）等の低分子は自由に

透過するが，蛋白質のような高分子化合物または細菌

などは透過しないVisking社製セルローズチューブ

内に細菌を注入して，いわゆる菌液を含むセルローズ

チューブを作製し，以下の検討を加えた．まず，セル

ローズチューブにおけるCERおよび細菌の透過性の

有無およびその程度を知る目的でつぎのような予備実

験をおこなった．

 容量：300ccのフラスコをあらかじめ滅菌し，無菌

的に採取したイヌの尿250ccを注入し， CER 12．5mg

を注入した．すなわちこの尿中には50mcg／ln1の

CERが含まれている．別にあらかじめガス滅菌した

セルローズチューブ内にpH 6．2の滅菌リン酸緩衝液

1，0ccを注入し両端を折り曲げ二重結紮にて密封しこ

のセルローズチューブをフラスコ内のイヌ尿中へ入

れ，セルローズチューブ内へのCERの移行をみるた

め，リン酸緩衝液中のCERの濃度を6時間，12時
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Table 3．セルP一ズチューブ内bufferの抗生
     物質濃度         mcg／ml

Table 4．セルローズチューブ内菌定量培養

          寒天平板 17時間培養

藩一一一脚｝・ 12 24 、。mplr一曲遡｝・

   A tube

   B tube

   Dog urine

12 24

Atllbe

atube
cog urine

50

T0

T0

5Q

T0

TQ

50

T0

T0

Doo u iine 250cc

CER

愚
／2．5M9

働

     使用菌：尿路感染分離E． Col t

∠1｝・織セル・一伽齪量，・薬

        Fig． 3

間，24時間後に測定した（Fig．2）．

 その結果はTable 3に示すごとく，すべてのチュ

ーブにCERを50皿cg／ml測定した．これによって

明らかにセルローズチューブ内へ少なくとも6時間以

内にイヌ尿中と同じ濃度になるまでCERが移行する

ことが認められた．

 つぎに上述セルローズチューブ内に尿路感染症より

分離したE，coli〔各種抗生物質に対する最：小発育阻

止濃度はCER 6．25 mcg／ml， kamamycin（以下KM）

12．5mcg／ml， aminobenzylpenicillin（以下AB・PC）

3．13mcg／m1， chloramphenico1（以下CP）12．5mcg

／ml， streptomycin（以下SM）6．25 mcg／m1を示し

た〕1白金耳をハートイソフユージョンプロス10．0 cc

で16時間培養し，菌量＞108／皿1のE．coli含有液を

作製した．この菌含有液を1．0 ccセルローズチュー

ブ内に注入し，さらにこのチューブを上述のごときフ

ラスコ内のCER含有のイヌ尿中へ入れ6時間，12時

問，24時間後に取り出しチューブ内の培養液を寒天

平板上に貼付し17時間培養し，菌の有無を検討した

（Fig． 3）．

 その結果全チューブ内の菌は検出できなかった

（Table 4）．すなわちE。 coliはフラスコ中の尿中に

含まれるCERのチューブ内への移行によって発育を

阻止されたと考えられる．

 さらに尿路感染分離E．coli 1白金耳をハートイン

フユーージョソプロス10．Occで2段培養し，その1．0

ノ＼

三も
    霧｝騰蹴膀漁

Fig．4．イヌ膀胱内に植え込んだセルローズチューブ

    内の菌の増殖状態

  セルP一ズチューブ内の菌定量培養 コ／mユ

＼一扇動｝6 24 4・
A tube

B tube

iO4

104

106

106

106

106

ccをチューブ内に注入した．この場合チューブ内液

の菌量は定量培養にて103／m1であった．いっぽう

約10～15 kgのオス成犬をpentobarbitalにて静脈

麻酔し，下腹部正中切開にて膀胱を露出し高位切開に

て膀胱を開き，上述チューブを膀胱内へ入れ，膀胱を

縫合後，6，24，48時間群おのおの2頭ずつ計6頭に

ついておのおのの時間にチューブを取り出し，その中

の液の1cc当りの菌量を平板培養法にて定量培養し

た．

 その結果6時間後では2頭ともに104／m五，24時間後

では2頭ともに106／ml，48時間後においても同様106ノ

皿1の菌を定量できた（Fig．4）．なおこの問，携胱尿

中の同義の検索をおこなったがそのいずれも菌の検出

は認められなかった．

 以上の予備実験よりこのセルローズチューブはE．

coliを透過しないが，イヌ尿中のCERはチューブを

透過し，その中の細菌の発育を阻止するに足る濃度に

まで移行すること，また膀胱内の尿中に含まれる細菌

は艀卵溶暗の培養状態セこはやや劣るがS経時的に菌量

の増加を示すことが明らかとなった。そこでこのよう
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なチューブを膀胱内に植込み，無処置群，尿管皮膚腰

群について同一条件下における加斗の変化を経時的に

観察した．

 予備実験と同様にイヌ膀胱内に上記E．coli 108／ml

以上を含んだ菌培養液を注入したセルローズチューブ

を植込み，4，12，24時間後に取り出し，菌の定量培

養をおこなった．なお4時間群，12時間群には植込み

直後にCERをO．591回one shotにて，また24時

間群においては植込み直後および12時間後の2回おの

おのCER O．5gone shotで静注投与した，

 結果はTable 5に示すように4時間群における菌

量の推移は尿管皮膚痩群では108／皿1以上の菌量から

104／mlおよび1Q6／m1と菌量の減少を認めた．いっ

ぽう無処置群では植込み前108／ml以上の菌量が全く

菌陰性となった，12時間群における菌量の推移は尿管

皮膚繧群では105／ml以上から106／mlと菌量の減少，

Table 5． CER投与時の無処置群，両側尿管皮
     二七群における膀胱内へ植え込んだセ

     ルローズチューブ内の菌量の推移

4時間後の菌量の推移

’一W－s一“taTW ：wpt’1nt”e”esb”la：

Dog tube［
削

培養三笠
    i

餐膚講
    1

  ロ                

AE．co／ii＞108
・…・…〃＞1ぴ

後

培養摩替
E． coli

E， coli

104

106

    1， A IE． coii l ， ＞ios］ （一） 1 （一）

無処欝瘁E…〃〉剛（一）（一）
 培養＝ハートインフュージョン培地 17時間培養

 菌定量培養：平板培養法

12時間後の菌量の推移

前 後
Do9 tube
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また他のイヌでは108／ml以上から陰性となった．無

処置群では4時間群同様12時間群でも2頭とも陰性で

あった．24時間群における測量の推移は尿管皮膚痩群

では2頭とも104／mlと減少を認めたが陰性化は認め

なかった．いっぽう無処置群では4時間，12時間群と

同様，菌の陰性化を認めた．

 2．CER全身投与時におけるイヌ炎症性膀胱組織

内の菌の消長

 1．の実験より，尿路感染症の化学療法において尿中

に含まれる抗生物質の膀胱内細菌に対する有用性が確

認されたが，ついで炎症性膀胱組織内の菌に対する態

度を明らかにするため，イヌに実験的膀胱炎を惹起さ

せ，無処置群と，尿管皮膚総掛に分けて，膀胱組織内

の菌の消長をbioautographyによって比較検討した，

 a）Bioautographyの予備的実験

 TubaroとBulginils），高瀬ら16・17），はin vivoに

おける抗生物質を検討するのにbioautographyが有

用であると述べているが，その基礎的実験については

詳細に述べていない，そこで，本法を用いる前にその

予備実験として，生菌の種類，凍結による生菌数の変

動について検討した，

 すなわち①Pseudomonas aeruginosa Tsuchijima，

②Klebsie〃σSP No．13，③E． coli 078，④Proteecs

mirabilis P－74，⑤Proteecs vu／ga／is P－49，⑥Proteus

rettgeri P－112，⑦Proteus morganii Kono，⑧

StaPhylococcscs aureus 209P，⑨上述臨床分離E・

co／iの9株について106浮遊液を滅菌濾紙に貼付し

37。C 18時間培養し，そのこ飽和リン酸ソーダ溶液で

溶解したO．1％triphellyl tetrazorium chloride液

を噴霧し，生菌のstainingの状態を観察した．

 staining の良さは E． coli StaPhylOCOCCUS

awreus 209P， Klebsie〃a SP No．13， Pseudomonas

aercaginosa Tuchijima， Proteus，の順に認められた，

しかしいずれの菌株においても良好なstainingが認

められた．また同様にウサギの腎切片（400μ）および

膀胱切片（400μ）上に各種菌株を貼付し，同様の操作

を加え，bioautographyの状態を観察したところ同様

の結果を得た（Photo．1）． Uたがってbioautography

の実験には菌種によって多少のstainingに差はある

が，どの菌株にも応用できることが確認された．

 つぎに上記予備実験に使用した各種菌株の107浮遊
           な
液をf乍製し，おのおの7本の試験管に10ccずつ分注

した．このさい分注した各試験管ごとに序数計算を施

行したが分注誤差は認めなかった．つぎに各分注浮遊

液を凍結させ，1，3，4，5，6，24時間後に冊数計算

を平板培養法にて測定した．



Photo．1．濾紙および腎切片上のE． coliのstaining． Photo．2． CER未投与時のbioautogram
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Table 6．凍結による生菌数の変動

＼遡鯉1・
1 3 4 5 6 24

Klebsiella SP No． 13

Proteus morganii Kono

Proteus rettgeri P112

Proteus vulgalis P4g

Proteus mirabilis P74

E． coli 07s

Pseudomonas aerginosa
Tsuchijima

StaPhylococcus aureus 20gP

臨床分離E．coli

4．0×107

4． 0× 107

2．9×107

4．8×107

2．8×107

2．8×107

3．6×107

2．8×107

3．4×107

1．4×107

3．7×107

2．8×107

5．0×107

2．7×107

2．1×107

3．2×107

2．9×107

3．4×107

1．2×107

3．2×107

1．9×107

5．9×107

3．1×107

1．6×107

3．6×107

2．8xIO7

3．4×107

3．6×107

5．2×107

2．7×107

5．6×107

4．3×107

2．2×107

3．5×107

2．7×107

3．5×107

2．6x107

3．9×107

2．5x107
5．1 × 107

2．7×107

2．0×107

3．8xlo7

2．8×107

3．3×lo7

2．2×107

3．3×107

2．6×107

4．5×107

3．0×lo7

1．7XiOT

3．3×lo7

2．6×107

3．5×107

4． 1 × 107

2．9x107

3．7×107

4．7×107

3．8×107

1．5×107

3．7xユ07

2．8×107

3．4×107

 その結果Table 6のように24時間以内ではすべて

の菌において生菌数には変動はなく，凍結による影響

は認められなかった．

 b）Bioautographyによるイヌ：炎症性膀胱組織内

の菌の消長

 1．の実験によりCERの全身投与時の尿中排泄率，

膀胱組織内濃度はかなり良好であることが判明した

が，全身に投与された本剤が膀胱粘膜，筋層，漿膜層

に侵襲している菌にいかなる働きをするか明らかにす

るため，CERを全身投与し無処置群，尿管皮膚痩群

についてその炎症膀胱組織をbioautographyによっ

て比較検討した．

Table 7．イヌにおける膀胱炎惹起方法

た，すなわち2群に分けた膀胱炎惹起犬におのおの初

回CER 1．Og以後12時間ごと O．5gone shot静注

投与し，6，12，24，48時間後に膀胱を摘出した．

 摘出標本は滅菌生理食塩水でよく洗浄し，直ちにド

ライアイス中で凍結し，凍結後少なくとも5時間以内

にミクロトームで約400μの厚さに切片を作製し，そ

の切片をハートインフユージョンアガールの寒天平板

上に貼付し，37。C，18時間培養後，飽和リン酸ソーダ

（Na2HPO4）で溶解した0．1％triphenyl tetrazorium

chloride（以下TTC）液を噴霧し，組織内の生菌によ

る TTCの発色の有無およびその程度を観察した
（Table 8）．

Table 8． Bioautographyの作製法

材料：健常成熟犬
麻  酔：Pentobarbita1

方法：Etherを尿道より30 cc 3分間注入

    滅菌蒸留水でよく洗浄

    尿路感染症例より分離したE．coli培養液

    を30cc注入し3日間血膿尿，頻尿の状態を

    観察してから各実験に使用

使用菌：尿路感染症より分離した菌E．coli

    各種抗生物質に対するMIC

     CER 6．2s mcg／ml．KM 12．s mcg／ml

     AB－PC 3．13mcg／ml．CP 12．smcg／ml

     SM 6．2s mcg／ml

試験犬

←一N胱炎惹起

←一両側尿管皮膚痩設置，無処置

←一CER静注

←一c撃摘冨騨細網ヌ繰蔑結

←一ミクロトームで切片作製

切片（約400μ）

←一｡天平板上に貼付

←一|養
   O．1％Triphenyl tetrazorium chloride液e   で染色

 炎症性膀胱の作製は，西村らの報告エ8）をmodifyし，

体重10～15kgの健常成熟犬を用い， pentobarbital

にて麻酔し，エーテルを尿道より30cc 3分間注入後，

滅菌蒸留水でじゅうぶん洗浄し，前述の尿路感染分離

E．coliの病弊106／m1の培養液を30 cc注入し，

3日聞血膿尿，頻尿の状態を観察し，明らかに膨胱炎

が惹起できたのを確かめた（Table 7）．

 bioautographyの作製は高瀬らの方法16・17）に従っ

陣察

 対照としたCERを投与しない膀胱炎惹起のbioau－

tography（Photo．2）は全体にstainingされたコロ

ニーを一面に認めた．

 CER投与6時間後のbioautography

 無処置群は対照に比しstainingされたコロニーが

まばらにしか認められなかった（Photo．3）．尿管皮膚
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痩群では無処置群に比し，ややコロニーが多く認めら

れた（Photo．4）。

 12時間後のbioalltography

 無処置群は全く発色が認められず，完全に菌が消失

していると考えられる（Photo．5）．尿管皮膚痩群は6

時間後のこの群に比し，かなりの生育阻止が認められ

るが，同時間の無処置群に比しstainingされたコロ

ニー ｪ多い（Photo．6）．

 24時間後のbioautography

 無処置群は12時間後のこの群と同様にコPニーは認

められない（Photo．7）．尿管皮膚山群は12時間後のこ

の群よりstainingされたコPt・＝一はやや減少してい

るがなお認めた（Photo．8＞．

 48時間後のbioautography

 両群ともにstainingされたコロ＝一は認められず，

完全に生菌が消失したものと考えられる．

総括および考察

 一般に感染症に対して抗生物質治療をおこなうにさ

いし，その最小有効投与量を決定することはじゅうぶ

んなる臨床効果を発揮し，かつ副作用をできる限り防

ぐ意味からもきわめて重要な問題である．しかしこの

点については抗菌力および投与後の血中濃度，臓器内

濃度，尿中濃度などのin vitroの実験成績の結果が

主として論ぜられており宿主である感染対象について

の検索はわずかに感染防御に関する実験がおこなわれ

ているに過ぎない．数多くの臨床データより総合して

割り出したものはあるが，in vivoの実験によるもの

は皆無といってよいほど見当らない．さらに尿路感染

症に対する化学療法剤の作用機序を解明するための実

験はきわめて少なく，わずかに西村・河村（1968）19），

足立（1972）19）が報告しているに過ぎない．西村・河

村は尿中抗生物質の意義について，抗生物質の膀胱内

注入による三内移行に関し基礎的実験をおこなってい

る．かれらは尿管皮膚痩を設置した空置膀胱を正常膀

胱と，エーテルで誘発した炎症膀胱2e・29）とに分け，比

較的尿中に高い排泄率をもつサルファ剤であるsulfa－

methizolを注入し，膀胱組織内移行を検討している．

その結果，正常膀胱犬では9例中4例に，炎症性膀胱

犬では全例（10例）に高濃度のsulamethizoleの組織

内移行を認めたと報告している，したがって膀胱炎の

化学療法では尿中より膀胱壁へ再吸収された薬剤も組

織内細菌に対して強い抗菌作用をもつもので，その意

味から尿中濃度の高い抗生物質がより有効であると述

べている．

 また足立は抗生物質全身投与のさいの尿中に排泄：さ
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れた抗生物質の膀胱組織への移行性を検討するため，

尿管痩設置群と，未処置群に分け膀胱組織内濃度を測

定している．正常膀胱では両者の間に差を認めないが．

膀胱炎を惹起したものでは未処置群は尿管痩設置群に

比して組織への移行はきわめて良好であり，尿路感染

症の化学療法には尿中濃度の高い薬剤がより有効であ

ると述べている．

 著者は尿路感染症に対する化学療法剤の尿中濃度の

意義について，2，3の実験をおこない，化学療法剤

の作用機序について検討を加えた．まず，膀胱尿に含

まれる抗生物質の由来について検討を加えてみた．も

し膀胱に貯留した尿に含まれる抗生物質がすべて腎由

来のものであれぽ，必然的に尿中排泄の良好な抗生物

質を使用すべきことになる，腎より尿中に排泄される

抗生物質の量と，血中より膀胱組織を介し膀胱粘膜よ

り膀胱に貯留された尿に分泌される抗生物質の量とを

比較検討する目的で2頭のイヌにおいて，尿管皮膚痩

群の，尿管尿と膀胱尿に含まれる抗生物質の排泄量を

比較測定しk．

 その結果は実験成績に示すごとく1頭のイヌでは

CER O．59静注投与で腎より排泄される量は559 rng／

8hときわめて良好な排泄を認めた．いっぽう膀胱尿

は血中→膀胱組織→膀胱尿への移行がきわめて微量で

あったためか検出されなかった．

 他の1頭では前犬と同様に腎より排泄されたCER

は576mg／8hときわめて良好であった．いっぽう膀

胱尿においては0．4137mg／8hときわめて微量に検出

できた．

 さらに膀胱組織内に含まれる抗生物質の由来につい

ても検討した．

 抗生物質を全身投与した場合膀胱組織に含まれる抗

生物質は血中より膀胱組織への経路と，腎より排泄さ

れ膀胱へ貯留した薬剤が膀胱粘膜を通して組織へ移行

する2つの経路が考えられる．

 著者はこの点を調べるため尿管皮膚痩群と無処置群

において膀胱組織内濃度をしらべた．尿中よりの再吸

収を遮断して直接血中より膀胱組織へと移行する条件

を満たした尿管皮膚痩群では6時間後2．04mcg／g，

1．84 mcg／g，12時間後0．35 mcg／g，1．55 mcg／gと組

織内濃度は低かった．無処置群では6時間10．58nlcg

／9，11．0 mcg／9，12時間後7．50 mcg／9，7．71 mcg／9

と前者に比して組織内濃度は高く認められた。

 以上より抗生物質の膀胱組織への経路としては上記

2経路があるものと考えられるが，足立らは著者と同

様の実験犬を用い正常膀胱と炎症膀胱においてtetra－

cycline（以下TC）501ng／k9静注投与90分後の膀胱
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組織へのTCの移行性をしらべ，正常膀胱．における

尿管皮膚棲群のTCの組織内濃度は32．9±9．5mcg／

g，無処置群のそれは35．6±6．2 mcg／gであり両群の

問には有意の差を認めないと報告している．以上の足

立らの実験成績は著者のCERについての結果とやや

異なっているがこの原因については，使用した抗生物

質の組織浸透度の差異や測定時間の差によるものと考

えられるが，今後なお検討すべぎ点であろう。

 以上の実験より，抗生物質を全身投与した場合，膀

胱に貯留された尿中に含まれる抗生物質の由来はほと

んど大部分が腎由来のものであり，血中→膀胱組織→

膀胱尿への移行はほとんどないかあってもきわめて微

量であることが明らかとなった．したがって膀胱尿中

に含まれる細菌にその菌の最小発育阻止濃度を上まわ

る抗生物質を作用させるためには，その濃度以上の尿

中排泄をぎたす抗生物質がより有効であると考えられ

る．

 さらに抗生物質はじゅうぶん透過するが細菌は透過

しないセルローズチューブを用い，それを膀胱内へ植

え込み，尿中に排泄される抗生物質および膀胱尿中に

ふくまれる細菌の動態を検索した．

 セルローズチューブへの抗生物質移行性の有無につ

いては，CERの分子量が415．5であること，セルロー

ズチューブの網目の大きさが24Aである点，さらに

著者の予備実験から立証された．また膀胱内に植え込

んだセルローズチューブ内での菌の増殖状態も艀卵器

内よりやや劣るが良好であることが予備実験より認め

られた．

 そこでイヌ膀胱に植え込んだセルローズチューブ内

のCER全身投与前後の島守を測定した．

 この結果，無処置群ではすでに4時問において菌の

消失を認めているが，尿管皮膚痩群では，CER投与

前の菌量＞108／n11値から投与後4時間ではおのおの

104／ml，106／mi，12時間後では106／m1，（一），24時間

後では104／m1，104／mlと菌量の減少を認めるが1例

を除いて菌の消失は認めなかった．

 本実験より，腎より尿中に排泄される抗生物質が膀

胱心内に含まれる細菌に対してもっとも強い作用を示

すことは明らかである．

 しかし尿管皮膚棲群においても雨量の減少を認める

点から，血中→膀胱組織→膀胱尿へと移行する抗生物

質の作用も見のがせない．

 いっぽう生菌の脱水素酵素の作用により可溶性無色

のtriphenyl tetrazoriu皿chlorideが還元されて発

色するTTC testの原理を応用したbioautography

は1967年TubaroおよびBulginiが最初に報告し，

その後1969年高瀬らが追試験をおこない動物における

抗生物質の臓器移行をしらべるのにすぐれた方法であ

ると述べている．TubaroおよびBulginiさらに高瀬

らはbioautographyの作製の手順については詳細に

述べ，抗生物質の分布状態を検討するのにはbioau－

tographyが有効であるとしているが，その菌種によ

る差，各種条件による変化など本実験の施行に重要な

基礎的検討は全くされていない．

 すなわちTubaroおよびBulgini eX Staphylococ．

cus Pyogenes aureus NTCC 8369を使用し，満足

しうるstainingを得ているし，いっぽう高瀬らも検

定菌としては検討する薬剤に感受性の良好な菌株を選

択することが重要でありしかも運動性のない菌である

ことを必要としているが，別に菌の種類によって

stainingが悪いということは述べていない．

 陰山12）はこのbioautograPhyを使用し，イヌにお

いて実験的に膀胱炎を惹起し，膀胱内に抗生物質を注

入し膀胱組織内における生菌の消長を観察している．

すなわち膀胱組織内の生菌に対して4時間以内に菌の

生育阻止が始まり，16時間以内に最：高に達すると述べ，

局所療法の有用性を確認している．

 そこであらかじめ実験に使用する生菌の種類，凍結

による生菌数の変動について予備的実験を加えてみ

た．生菌の種類としてPseudomonas aeruginosa

Tuchijima， Klebsiella SP－No． 13， E． coli 078，

Proteus mirabilis P74， Proteus veclgaris P－49，

Proteus rettgeri P－112， Proteus morganii Kono，

StaPhylococcecs aecreus 209Pの標準株8株とさら

に臨床尿路感染症より分離したE．coliの計9株を使

用し，生菌のstainingの状態を濾紙および腎切片お

よび膀胱切片上で観察した．stainingの状態にいくぶ

ん差はあるが，どの菌においても．ほぼ良好なstaining

の状態を認めることがでぎた．すでに臨床的に応用さ

れているTTC test28）においても菌の種類は発色に関

係がないということが報告されているが21～27），bioau－

tographyにおいても同様の結果が確認された．さら

に切片の製作にさいして凍結することが必要であるこ

とから凍結による生菌数の変動をしらべた．前記実験

に使用した菌株において凍結後4；5，6，24時間にお

ける生菌数の変動をしらべたが菌量に変化を認めなか

った．

 以上の予備的検討の結果，著者は本法を応用し，イ

ヌに実験的膀胱炎を惹起させ抗生物質を全身投与し膀

胱に抗生物質を含んだ尿を通過させる無処置群と，通

過させない尿管皮膚繧群とに分けて膀胱組織内の菌の

消長を比較検討した．その結果，両群の間には6時間
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後においてすでに差異を認めた．すなわち無処置群で

はすでに6時間後において菌の生育阻止を認めるが尿

管皮膚一群では菌の生育阻止はじゅうぶんではなく，

12時間，24時間後においても同様で，48時間後におい

てはじめて尿管皮膚疲群に生菌の生育阻止が認められ
た．

 本実験により，抗生物質を含んだ尿が膀胱を通過す

るか，しないかで膀胱組織内の菌の消失状態に明らか

な差のあることが認められた．しかし膀胱内に抗生物

質を含んだ尿を通過させない状態においても48時間後

に生菌の生育阻止が認められたことから，抗生物質を

全身投与した場合，血中より膀胱組織内へ移行した抗

生物質も膀胱粘膜の菌に対しある程度の発育阻止作用

をもつことが認められる．

 以上著者は1．および2．の実験より，全身投与により

尿中に排泄される抗生物質の濃度がきわめて重要であ

ることを確認した．

結 語

 著者は尿路感染症に対する抗生物質の尿中濃度の意

義について明らかにする目的で尿管皮膚痩設置犬を用

い，2，3の基礎的実験をおこない，つぎのような結

果を得た．なお，抗生物質としてはCERを用いた．

 1．膀胱に貯留する尿中のCERの大部分は腎由来

のものであり，ごく一部血中→膀胱組織→膀胱尿由来

のものである．

 2．CERを全身投与した場合の膀胱組織内濃度は，

無処置群が尿管皮膚疲群に比して高濃度である，した

がって膀胱組織に含まれる抗生物質の由来は血中を介

して膀胱組織へ移行するものと，尿中に排泄された抗

生物質がふたたび膀胱粘膜をとおして組織へ移行する

ものとが考えられる．

 3．膀胱内セルP一ズチューブ植え込み犬において，

CERを含んだ尿が膀胱を通過する場合と，通過しな

い場合とでセルP一ズチューブ内の等量の変化に明ら

かな差異を認めた，すなわち通過する場合4時間後に

はセルローズチューブ内に高濃度のCERが移行し，

菌の消失を認めた．通過しない場合菌量の減少は認め

たが消失は認めなかった．

 4．実験的に膀胱炎を惹起させたイヌにおいて無処

置群，尿管皮膚繧群に分けCERを全身投与し炎症性

膀胱組織内の菌の消長をbioautographyによって検

討を加えた．その結果無処置群では12時間後に生菌の

完全な発育阻止を認めたが，尿管皮膚腰群では48時間

まで完全な生菌の発育阻止は認められなかった．

 以上の実験結果より下部尿路感染症に対する抗生物

質の尿中濃度の意義はきわめて重要であり，その化学
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療法には尿中排泄率の高い薬剤が必要であると考える．

しかし尿路感染症の場が組織内で起こっている点から

考えると血中→膀胱組織→膀胱尿由来の抗生物質も見

のがすことはできない．

稿を終わるに当り終始ご指導，ご校閲をいただきました恩

師石神嚢次教授に厚く感謝の意を表わすとともに，たえずご

指導をいただきました原信二前助教授に深く感謝いたします．
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