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緒 言

周知の如く,水 腎症の発生についでは,幾 多の要因

が唱えられではいるが,尿 路の通過障碍が不可欠の条

件の一であることは,広 く認められでいる事である.

事実別に発表した著者の水腎症に関する臨床的研究に

おいでも,こ の間の消息を物語る知見を得たのである

が,更 に見逃すことの出来ないことは,尿 感染の有無

の重要性であろう.

かかる尿路の通過障碍に対する吾々の関心は,先 天

的に存在しでいる場合は勿論であるが,更 に人為的乃

至は後天的に発生した場合においで著しい.即 ち,近

時泌尿器科的手術手技の進展に伴い,直 接病巣治療の

為の諸泌尿器官の剔除のみならず,そ れに伴 う尿路再

生或は変更による尿の通過障碍の増加したことは否め

ない.然 しかかる尿の通過障碍は,単 にそれのみが存

在している場合は,未 だ,そ の取扱は比較的容易であ

るが,一 たび,細 菌感染が加わると,様 相は異り,予

後に対する影響も著しく複雑となる.

一方優秀な化学療法剤或は抗生物質の出現,応 用に

より,感染症に対する予防,治療は 日と共に,又 年を重

ねると共に益々その効果を収めでいるのであるが,未

だ万全は期し難い.然 もこれが上部尿路ことに腎にお

いで,発 生した場合に,益 々複雑さを増す も の で あ

る.其 の最も高度であ り且治療に抵抗を示すものが感

染性水腎症である.そ こで動物に実験的に菌感染を施

し,随 時適切に高度の感染性水腎症 を惹起せしめる事

は興味ある事項であり,か かる研究は比較的僅少であ

る.

そこで,著 者は,先 ず(1)家兎腎臓に実験的水腎症を

発生せしめで,そ の病態を詳細に観察すると共に,更

に(2)抗生物質を用いで,こ れ等家兎の実験的水腎発生

過程に於で,如 何なる変化を生ぜしめるかに就で実験

を試みた結果,興 味ある成績を得 た の で 茲に報告す

る.

(Ｉ) 実験 的感染性 水腎症 の発生病態並 に病

理組織 学的研究

既に尿管に通過障碍を来した腎に,動 物実験的に全

身性或は尿路性に細菌感染を起さしめで,菌 の種類,

感染方法によつで,如 何なる病態を経過しで水腎を惹

起するか,又 は如何なる時機が最も随時適切な水腎形

成 を見 るか,に 就で,次 の動物実験を試みた.

(A) 実験材料並に実験方法

実験動物は,予 め約1週 間一定の食飼で 飼 育 した

2～2.5kg前 後の成熟健常家兎を用いた.使 用菌 株

は黄色葡萄状球菌(寺 島株)(以 下黄葡菌と略記)及 び

B. Coli Communis (以下大腸菌 と略記)を 用 い,

これ等を夫々普通寒天培地に於で24時 間培養したもの

を一白金耳採 り,更 にBouillon培 地に で24時 間培

養した菌浮游液を用いた.

第1表　 実 験 方 法

先ず家兎の左側尿管を腎門より2cmの 部に於て,

 0.5cmの 間隔を置いで,二 重完全結紮を行い,之 を

夫々5群 に分けた.(第1表)即 ち第1群 は単に結紮

のみ(対 照例)と し,第2群 は黄葡菌静注群,第3群

は大腸菌静注群 で あ り,第4群 は黄葡菌腎盂内注入
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群,第5群 は大腸菌腎盂内注入群とした.而 しで使用

菌量は前記のBouillon培 養した黄葡菌及び大腸菌の

浮游液0.1ccを,静 注の場合は結紮後2～6日, 10

～12日 , 21～25日, 30～33日 の各期日の間に於で3日

間連続注射,腎 盂内注入の場合は結紮後3日, 10日,

 21日, 30日 目に各1回 のみ行つた.こ れ等の実験家兎

は全で結紮後40日 を経で屠殺し,各 々の腎を肉眼的並

に組織学的に比較検討した.先 ず肉眼的 に は 腎 の長

径,横 径並に厚さを尿管結紮時及び腎剔出時に夫々実

測しで,結 紮時の腎重量は, Ponfick1)(1910)の 法

(体重の6.5%×1/2)に よ り翻 した.又 剔出腎の腎盂

拡張度の測定は,便 宜上(割 面図),其 の割面に於で縦

AB,横(CD/2)を 以で表した.又 特に尿管結紮当

時の腎の大さを,大 略比較す るに便なる為に,そ の長

径,横 径,及 び厚径の三者の積を以で,第3表,第4

表の如くした.次 に別出された腎臓は10%フ オルマ リ

ン固定並にアセ トンにで夫々固定した後に,こ れを割

面に於で,腎 盂粘膜より腎の皮質,髄 質を含む如く,

数ヶ所を選択的に切出し,パ ラフィン切片或は凍結,

切 片 を作 製 し,こ れ にHE重 染 色, Van Gieson氏 染

色, Mallory氏 染 色, Weigert氏 弾 力線 維 染 色,並

にPap氏 鍍 銀 染 色等 の 一 般 染 色 法 を逐 次施 した後,

検 鏡 を行 っ た.

割 面 計 測 図

(B) 実 験成 績

(1) 家 兎 腎 肉 眼 的 所 見

i) 対 照 例(尿 管結 紮腎):　 尿 管 結 紮 後1, 5,

 10, 25, 40日 目に 於 け る腎 の所 見 は,第2表 の 如 くで

あ る.即 ち 尿 管結 紮 時 と,屠 殺時 の 腎 の 大 き さ を仮 に

そ の 長径,横 径 及 び厚 径 の 積 の 比 で 比 較 すれ ば,1日

目に は1.18倍 とな り,日 を経 過 す るに 従 い,此 の数値

は差 が 大 とな り, 40日 目に は3.51倍 を示 す に至 る.重

量 の 増 加 も結 紮 時 推 定 腎 重 量(Ponfik氏 法 によ る)

の2.5倍 以 上 とな り,腎 盂 の拡 張 も 又10日 前 後 よ り稍

々著 明 と な り,日 を重ね るに従 い,程 度 の 増加 を来す.

逆 に腎 実 質 の 厚 さは,表 の 如 く結 紮 後1.4cm, 1.6cm,

 1.7cmと 逐 次 増 加 した もの が,10日 目を頂 点 として,

次第 に そ の厚 さ を減 じ, 40日 目に至 つ で1cmと なつ

で い る.此 の 事は 勿 論,結 紮 当 初 に於 て は,腎 は寧 ろ

肥厚 を来 し た も のが 日を経 るに 従 っ で,腎 盂の 拡 大 と

共 に実 質 の菲 薄 化 を招 来 す る こ と を示 す もの であ る.

即 ち 片側 尿管 の完 全 結 紮 に よ り, 40日 後 に於 ては既 に

水腎 は 明 らか に形 成 され てい るが,然 し乍 らその程 度

は定 形 的 水腎 とは 必 ず しも 云 い難 い.

第2表　 対 照 例 肉 眼 的 所 見

注:　○ 結紮時　 △ 屠殺時

ii) 第2群(黄 葡菌静注群):　 第3表 の如く,対 照

例に比しでその長径,横 径,厚 径を始め腎重量,腎 盂

腔の拡張度,液 量に於で明らかに増加を示しでいる.

特に結紮後10～12日 目に静注した例に於では,各 径の

積の比は結紮時の8.5倍 にも及び,重 量の増加も又著
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明である.(第1図)

第3表　 菌 注 射 群 腎 肉 眼 的 所 見

注:　 ○ 結紮時　△ 屠殺時

勿論此の重量の増加は腎実質の肥大に基くものでな

い事は,そ の割面に於ける如く,其 の内径の増大,実

質の菲薄化と相俟っで黄褐色の瀦溜液41ccを 容する

嚢腫状を呈した結果による事は明らかである.次 いで

30日～33日に連続3日 静注した例が,積 の比8.4倍 を

示し,腎 孟腔の拡大も亦著明であり,内 容35ccを 容

しでいる.2～6日 及び21～25日 に於で静注せる例は

共に内容12ccに 過ぎないが,之 等も対照例と比較す

れば重量,大 きさ等に増加を示し,就 中その実質の菲

薄化を比較すれは,菌 感染の及ほす影響の重大さを推

測出来るものと考える.

iii) 第3群(大 腸菌静注群):　 此の場合も黄葡菌

静注の場合と大差なく10～12日 静注例を頂点としで,

いずれの期間に注入した場合も対照例に比較しで,可

成の増大を示しでいる.就 中10～12日 静注例 に 於で

は,(第2図)大 きさは結紮時の約14倍 にも達 し,重

量も90g以 上の増加を示し,そ の瀦溜液は 実 に86

ccに も及び,腎 盂の内径は縦,横 共に4.5cm,実 質は

菲薄となり定形的な水腎を形成 しでいる.更 に21～25

日に於で注入した例が之に次ぐ.即 ち大きさは結紮時

の約4.6倍 とな り,腎 盂腔は,3.8×2.9cmに 拡大し

且っ実質は薄く,瀦 溜液も34ccに 達しでいる.次 い

で30～33日 注入例, 2～6日 注入例の順 となっでいる
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が,い ずれにせよ非結紮の右腎或いは対照群 と比較す

れば,実 質は明らかに菲薄とな り,腎 孟腔は拡大し,

瀦溜液も又多量である.

iv) 第4群(黄 葡菌腎孟内注入群):　 尿管結紮後

21日 目が最も著明な水腎を形成した.(第3図)

即ち大きさは結紮時の大略12倍 以上に達し,実 質は

0.2cmの 厚さを有し,腎 盂腔は著明に拡大(5.0×

4.6cm)し,従 って瀦溜液も又最高の90ccを 算する

嚢腫状 を呈 している.次 いで, 30日 目注入例が腎盂腔

3.8×2.5cm,に 拡大し,瀦 溜液も38ccで 之に次ぎ,

更に10日 目, 3日 目注入の順に変化がみられる.即 ち

21日 目注入例 を最高に,い ずれの場合も対 照 例 に比

し,重 量,腎 盂腔の拡張及び瀦溜液共に大である事を

知 り得 る.

v) 第5群(大 腸菌腎盂内注入群):　 黄葡菌静注

群 と同様,尿 管結紮後21日 目注入例が最も著明な水腎

の形成を来している.(第4図)即 ち大きさの比は,

 10日 目注入例の8.5倍 に対し8.1倍 で稍々劣るが,然 乍

ら実質 の厚さは, 0.8cmに 対し0.3cmで はるかに

菲薄であ り,従 つて腎盂腔の内径 も4.8×3.6cmで 最

大とな り,瀦 溜液は54ccに 達している.次 いで10日

目注入例が実質の厚さ0.8cm,内 容41cc之 に次ぎ,

以下30日 目, 3日 注入例となる.

(2) 家兎腎病理組織学的所見

i) 第1群(対 照群):　 結紮後2日 目に於ては腎

盂粘膜には著変なく乳頭錐体部細尿管腔は軽度拡張を

示し,細 尿管上皮細胞は変性,間 質には僅微な円形細

胞浸潤巣を認め,主 部細尿管は稍々拡大した内腔を有

し,上 皮は溷濁腫脹を認める.糸 毬体は軽度膨化,内

皮細胞の増殖を軽度に認める.

結紮後10日 目では腎盂粘膜上皮は稍々高 さを増し,

核は略々均一の染色性 を有 し,乳 頭錐体部は内腔が処

によっては強く拡張 し,細 尿管上皮細胞は一部萎縮変

性 を呈 し,間 質には浮腫を認め,随 所に淋巴球を主 と

する炎性細胞浸潤巣 を見出す.主 部細尿管,糸 毬体に

は著変を認めない.

結紮後15日 目では腎盂粘膜上皮は不均一となり,粘

膜下浮腫,部 位においては粘膜下出血 を見 る処 もあ

る.乳 頭錐体部細尿管腔は拡張し,内 にEosin染 性

の物質を有し,上 皮細胞は扁平化し,間 質は炎性細胞

の散在性浸潤部を認める.主 部細尿管周囲 は 鬱 血 性

で,細 血管内に血球の充盈を認めるが糸毬体は蹄係の

膨化の他は著変を認め難い.

結紮後25日 目では腎盂粘膜上皮の扁平配列が乱れ,

粘膜下には細胞浸潤を認める.乳 頭錐体部細尿管腔は

狭小化と拡張の二つに明らかに大別され,上 皮は扁平

萎縮を来し,細 尿管腔内にはコロイド様物質が随所に

充満され,間 質には炎性細胞の浸潤を明瞭に認める.

一般に皮質或いは皮髄境界層での細尿管腔 は拡 大 さ

れ,糸 毬体は軽度の変性萎縮を来し,糸 毬体被膜は肥

厚を示すに至る.又 皮質問質には散在性に炎性細胞の

浸潤巣が見 られる.結 紮後40日 目では腎盂粘膜は著明

な萎縮を来 し,粘 膜下の細胞浸潤強く,乳 頭錐体の細

尿管は間質結合織の増殖に伴い,圧 迫萎縮に陥 り,間

質には散在性の細胞浸潤を来す.皮 質では糸毬体は萎

縮,硝 子化の傾向が強く,主 部細尿管は変性消失を認

める.即 ち人水腎性萎縮腎の初期像を明らかに示して

居る.

ii) 第2・3群(静 注群):　 2～6日 目毎日静注

群では黄葡菌群では大腸菌群に比し皮質問質に細胞集

簇病巣を形成し,糸 毬体は充血,内 皮細胞の増殖を示

し, Bowman氏 嚢腔も拡大を認める.細 尿管は拡大

し,殊 に大腸菌群では集合管の著明な拡大及び間質の

浮腫を認め る.腎 盂粘膜は浮腫及び上皮細胞の膨化を

来す.(第5図)

10日～12日 目では黄葡菌,大 腸菌両群共に病変強く

細尿管は圧迫萎縮に陥 り,間 質の結合織は著明に増殖

し,細 胞浸潤高度な肉芽病巣をすら認め,糸 毬体も萎

縮,軽 度の硝子化を来し,此 の時期に於て略々完成期

の水腎の像に一致す る.(第6図)

21～25日 目では大腸菌群は黄葡菌群に比 し病 変強

く,細 尿管の萎縮,細 胞浸潤が著明である.

30～33日 目では腎盂粘膜は扁平,萎 縮,脱 落 を認

め,細 尿管腔は稍々拡大し,上 皮は滴状変性を認める

が,黄 葡菌,大 腸菌とも大差なく且, 10～12日 目静注

群の病変よりはるかに病変の乏 しい状態である.

iii) 第4・5群(腎 盂内注入群):　 結紮後3日 目

注入例では,大 腸菌,黄 葡菌両群共,腎 盂粘膜は浮腫

状,粘 膜下には好中球を主とする細胞浸潤を認め,皮

質,皮 髄境界層に変化を認め難いが,結 紮後10日 目腎

盂内注入例では腎盂粘膜は壊疸性 となり,粘 膜下には

強い炎性細胞の浸潤を認め,乳 頭錐体部の細尿管は著

明に拡大し,内 に細胞性円柱を充満する部位もある.

皮髄境界層,皮 質は細尿管の拡大或いは萎縮の像が相

混じ,糸 毬体は変性膨化を来す.大 腸菌群の病変は蓬

に黄葡菌よりも強い病像を呈 した.(第7図)

結紮後21日 目注入群では大腸菌,黄 葡菌両群共に腎

盂粘膜上皮は扁平萎縮散在性で,細 尿管は間質結合織

の増殖により広範に圧迫萎縮,処 によっては消失を認

め,糸 毬体も一部は既に硝子様変性を呈しており,中
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等大血管壁は肥厚 し殊に内膜弾力板の増生を認める処

もある.即 ち定型的な水腎性萎縮腎の像を5呈 して い

る.(第8図)

結紮後30日 目に注入した例では中等度の上行性腎盂

腎炎像を呈し,黄 葡菌,大 腸菌両群とも大差なく,拡

張した細尿管腔内に炎性細胞を主とする上皮円柱が認

められる.

(C) 小 括

以上の重量 ・腎盂の拡張 ・積の比並に組織像より結

紮後10～12日 目が最も水腎の発生度高く,(第4表)

次に腎盂内注入群では結紮後21日 目注入腎が最も定型

的な水腎に類似する結果を得た.(第5表)而 して静

脈内注入群では,黄 葡菌が大腸菌にまさり発 生 率 高

く,一 方腎盂内注入群では逆に大腸菌が黄葡菌の場合

より,発 生率の高いと云 う結果を得た.即 ち実験的感

染性水腎を随時発症せしめるには,黄 葡菌の場合は結

紮後10～12日 目静注し,大 腸菌の場合は結紮後21日 目

に腎盂内に注入した際に最も適確な水腎を得る事を知

り得たわけである.い ずれの場合に於ても尿管結紮後

より大略10日 目以内に於て菌感染を行つたものは,対

照例と比較して左程著明な差異は認められない.即 ち

結紮による腎の充血期に於ては,細 菌感染は意外にそ

の影響が少いことを知り得た.即 ち尿管結紮の結果発

生する尿の瀦溜によって,腎 盂が軽度乍らも拡大を余

儀なくされた時期に於け る菌の感染こそ,急 速に腎盂

の拡大を促進せしめるものであ り,定 型的水腎の発生

を招来するものと考える.

第4表　 静 脈 内 注 入 群

第5表　 腎 盂 内 注 入 群

(Ⅱ) 実験 的感染性 水腎症 に対す る抗 生物

質の発生防 止に 関す る研究

前項の動物実験の結果,尿 路閉塞の上に細菌感染の

ある場合の感染性水腎症病態を検索 し得,且 一定の条

件の下に家兎に随時適切に水腎を起 し得る事を実験 し

た.次 にかかる実験的感染性水腎の適確な可能条件下

に於て抗生物質を使用するなれば,水 腎発生過程に如

何なる影響を生ずるか或は本質的に水腎の発生を防止

し得るかに就いて実験 を試みる必要を生じた.そ こで

細菌感染を行う前,途 中及び後に諸種の抗生物質を使

用して,そ の予防的効果並に水腎発生の抑制的効果を

期待して次の動物実験 を行った.

(A) 実験材料並に実験方法

実験動物は2.5kg前 後の健常成熟家兎を用い,そ の
一側(左)の 尿管 を背部切開により露出し,腎 門 下

2cmの 部に於て二重完全結紮を施行 した後, Peni

cillin (以下PCと 略記)1日5000単 位, Achromyc

in (以下AC) 40mg, Chloromycetin (以 下CM)

 50mg, Streptomycin (以下SM)80mgを 夫々1回

量として,菌 注入直前5日 間,菌 注入直後より5日 間

及び菌注入後より屠殺迄連 日注射により投与 し,そ の

家兎を結紮後40日 目に屠殺 し,前 項に記載した抗生物

質非使用例と比較観察 した.(第6表)

第6表　 抗生剤使用実験方法

PC: Pencillin　 :CCMhrolomycetin

AC: Achromycin　 SM: Streptomycin

使用した菌は黄色葡萄球菌寺島株(以 下黄葡菌)及

びB. Coli Communis (以下大腸菌)で あり,之 等

を夫々普通寒天培地で24時間培養したもの各一白金耳

を採 り,更 にBouillon培 地に於て24時 間培養した

液0.1ccを 採 り,黄 葡菌の場合は尿管結紮後10日 目

から3日 間連続して耳静脈より注入し,大 腸菌の場合

は同量を結紮後21日 目に再び腎を露出一回のみ腎盂注

入を行つた.静 注の場合黄葡菌を用いて10日 目より始
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め,腎 盂内注入の場合21日 目に大 腸菌.を用い た根拠

は,前 項の実験成績に基 き,夫 々最も定型的な水腎を

発生し易い時期を選んだ訳であり,且 全身感染の代表

的なものは黄葡菌であり,腎 盂内感染の代表的なもの

は大腸菌であると見散した為である.又 抗菌性の立場

から黄葡菌静注例にはPC及 びACを 用い大膓菌使用

例に対 しては, CM, AC及 びSMを 用いた.

(B) 実験成績

(1) 黄葡菌静注前5日 間PC投 与例

肉眼的には第7表 並び第9図 に見 る如く左右の大き

さの比は右に対し左は4.2倍 となつてお り,腎 盂腔 内

瀦溜液量は9CCに 過ぎぬ.前 述の抗生物質非使用の

同一実験の場合と比較すれは,縦,横,厚 径の積が前

者は結紮時の8倍 以上を算したのに対 し僅に42倍 に

過ぎず,瀦 溜液は1/4以下であ り,且 つ腎盂は拡張した

とは云え尚腎実質は1.3cmの 厚さを有して健側と殆

んど同程度の厚 さを保つている事は注 目すべき所見で

あ る.

第7表　 抗 生 剤 使 用 腎 肉 眼 的 所 見

注:　○ 結紮時,△ 屠殺時

組織学的には腎盂粘膜は浮腫性,上 皮細胞は配列正

しく,皮 質毛細管周囲性淋巴球集簇巣を認める他著変

はなく,対 照例の完成期水腎の組織像 とは大いに像を

異にする.(第10図)

(2) 黄葡菌静注直後より5日 間PC投 与例

縦,横,厚 径の積は結紮時腎の4.9倍 であ り,腎 盂

の縦,横 径は夫々2cm及 び1.3cmで 瀦溜液量は

8.5cc,且 腎実質の厚さは1.2cmで あり,抗 生物質
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非使用例の同一実験成績に比 し変化は僅微である.

(第11図)

尚,組 織学的には細尿管は処によつて拡張し又一部

では間質結合織の増殖と共に細尿管は萎縮性,消 失 し

たものもあり,黄 葡菌静注のみの10～12日 目腎組織の

病変はPC使 用例に比 し,明 らかに著しい変化を示し

ている.(第12図)

(3) 黄葡菌静注直後より屠殺迄PC投 与例

縦,横,厚 径は夫々5.0cm, 4.1cm, 3.3cmで あ

り,各 径の積の比は6.2倍,腎 盂も3.1×2.2cmで 前

2者 と比較すれば可成の拡大を示して居 り従つて瀦溜

液量も27ccと なつている.(第13図)

組織学的には皮質に於て主部細尿管の中等度の萎縮

消失を認め,集 合管に於ては間質に浮腫を来 し,処 々

欝血性であるが,然 し静注のみの対照例の如 き腎盂炎

像は認め難い.(第14図)

(4) 黄葡菌静注前5日 間AC投 与例

同期PC投 与例(1)に比し更に水腎発生は抑制されて

いる.即 ち縦,横,厚 径の積の比は結紮時の1.6倍 に

過ぎず,腎 盂の拡大も僅かに2×1cmで あ り,瀦 溜

液量も7ccに 過ぎない.且 腎実質は筒1.3ccの 厚 さ

を保持している.

組織学的には糸毬体は萎縮, Bowman氏 嚢被膜は

肥厚し,主 部細尿管は拡張を示 し,集 合管上皮は萎縮

像を呈し,対 照腎に比 し変化に乏しい.

(5) 黄葡菌静注後5日 間AC投 与例

縦,横,厚 径の積の比は結紮時の5.2倍 であり,腎

盂は2.5×1.6cmに 拡張し,瀦 溜液量は, 23cc,腎 実

質は1.3cmと なっている.

組織学的には錐体乳頭部淋巴球浸潤巣,細 尿管の拡

張或いは萎縮消失を見 る処もあ り,糸 毬体は軽度変性

を認めるが結合織の増殖糸毬体の硝子化等の対照腎に

見る如き著明な病変は見出さない.

(6) 黄葡菌静注後屠殺迄AC投 与例

各径の積の比は結紮時の7.2倍 を示し腎盂腔は4×

2.3cmと なり,腎 実質は0.9cmの 厚さを有し,瀦 溜

液は25ccと なつている.

組織学的には皮質細尿管の萎縮,軽 度結合織の増加

を認める他著変を見ない.

(7) 大腸菌注入前5日 間AC投 与例

左腎の大きさは結紮時の約1.6倍 に過ぎず,腎 盂の

拡大も1.7×8,0cmで あ り瀦溜液は僅に4ccで あり,

腎実質は尚1.3cmの 厚さを保持して右側(1.4cm)

と略々同様である.(第15図)

組織学的には細尿管萎縮消失, Bowman氏 嚢の肥

厚,淋 巴球集簇巣を認めるが結合織の増殖は著明でな

い.(第16図)

(8) 大腸菌注入後5日 間AC投 与例

腎の大きさは 結紮時の3.2倍 となり腎盂腔は1.8×

1.4cmを 示 している.瀦 溜液は5ccに 過ぎず,腎 実

質は1.1cmを 有している.(第17図)

組織学的には菌注入前AC使 用例 と殆んど大差を認

めない.

(9) 大腸菌注入直後より屠殺までAC投 与例

腎の大 きさは約3.7倍 となり腎盂腔は2.2×1.3cm

であり瀦溜液量も7ccで 前者と著変なく,腎 実質も1.1

cmで 前者と全く同じ厚さを保つている.(第18図)

組織学的にも細尿管の萎縮及び結合織の増加は認め

るが,何 れにしても対照例と異る様特筆すべき程の変

化は認めない.

(10) 大腸菌注入直前5日 間CM投 与例

結紮時の腎に対する倍率は約1.8,腎 盂腔は2×1

cmで 瀦溜液量は僅に4ccで ある.然 も腎実質は1.2

cmを 保持している.

組織学的にも 細尿管の萎縮を認めBowman氏 嚢

の拡大,被 膜の肥厚を認めるに過ぎない.

(11) 大腸菌注入後5日 間CM投 与例

腎増大率は2.1倍 であり,腎 盂腔は1.8×1.1cm実

質は1.1cmで あり予防的使用例と殆んど大差を認め

ず,瀦 溜液は同量の0.4cc認 めた.(第19図)

組織学的には細尿管の萎縮及びBowman氏 嚢の拡

大を認め る事は前者と殆んど同様である.

(12) 大腸菌注入直後より屠殺迄CM投 与例

腎増大率は1.1倍 に過ぎず,腎 盂腔も1.7×1.0cm,

瀦溜液量は僅に3c.cで 極めて低い値を示し,腎 実質

の厚さは0.8cmで あった.

組織学的には僅に細尿管の萎縮及び結合織の増加を

認めるのみである.

(13) 大腸菌注入前5日 間SM投 与例

腎の増大率は約3.6倍 を示 し,腎 盂腔は2.0×1.3cm

であり瀦溜液は6ccで あつた.腎 実質は1.2cmを 有

し,組 織学的には細尿管萎縮以外に著変を認めない.

(14) 大腸菌注入直後より5日 間SM投 与例

腎増大率は1.8倍,腎 盂腔は2.2×1.3cm,瀦 溜液は

5ccで あり実質は1.2cm,組 織学的には,細 尿管の

萎縮を見る事は他の場合と同様で,著 変は認めない.

(15) 大腸菌注入直後より屠殺迄SM投 与例

腎増大率は2.3倍 を示し,腎 盂腔は2.3×1.1cm瀦

溜液量は7cc,実 質の厚さ1.1cmで ある(第20図).

組織学的には細尿管の萎縮,結 合織の増大等,他 の

場合と同様である、(第21図)
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(C) 小 括

以上尿管結紮後黄葡菌静注の前,後 にPC及 びACを

使用した6種 の実験 を小括すると,予 防的使用例,即

ち菌静注前5日 前の使用例ではPC, ACい ずれも腎

の増大も著明とは云い難く,腎 盂腔の拡大も又軽微で

あつた.

従つて瀦溜液量も僅少であるが,菌 静注 後 に 於 て

PC, AC使 用例では, PC 5日 間使用例を除いていず

れの場合にも中等度の腎の増大並びに腎盂の拡大を来

していると云えるが,然 乍 ら抗生物質非使用例の場合

の瀦溜液41cc,各 径の積の比8.5倍 とは比較すべくも

ない.特 に腎実質の厚 さが総じて1cm以 上を保持し

ている事は非使用例の0.4cmと 比較して極めて意義

あるものと考える.尚 組織学的にはいずれの場合も細

尿管の萎縮, Bowman氏 嚢の拡張結合織の増加等と

見るものが多いが,そ の程度は概して著明ではない.

大腸菌腎盂内注入前後に各種抗生物質投与例を小括

してみれば,い ずれの場合も幾分かの腎の増大,腎 盂

の拡張並びに瀦溜液量の増加を認めるが抗生物質非使

用例の如き腎の増大率12.3倍,腎 盂腔5×4.6cm,腎

実質は0.2cm,と 比較すればその程度は甚だ軽微なも

のと云わねばならぬ.即 ち大腸菌の腎盂内直接注入の

場合に於ても, AC, CM, SM,等 の抗生物質を予防的

に又治療的に使用する事により,水 腎発生を抑制し得

る事は確実 と見られる.

此の事は組織学的にも云われる.即 ち此迄述べた実

験の殆んどの場合,組 織学的 にはBowman氏 嚢 の

拡大,細 尿管の萎縮或いは結合織の増加は認められる

が,然 乍らその程度は必らずしも著明なものではな く

尿路の通過障碍除去によ り充分機能恢復を期待出来る

程度のものである.

〔Ⅱ〕 総括並 に考 按

水腎症が尿管の完全閉塞によるか,不 完全閉塞によ

るかの問題はGuyon2)(1890), Lindemann3)(1894)以

来論争されているが,い ずれの場合も発生し得 る,即

ち尿路通過障碍がその原因であり得 る事に於ては両論

主張者の認める事実で疑 う余地もなく,又 本研究 目的

か ら逸脱する処であ り.問 題は感染性水腎症である.

感染性水腎症に就てはIsrael4)(1901)が 最初に発表

し,以 来無菌的な水腎と一応区別されたがPrimbs5)

(1913)は 炎症の,生 じた場合,こ れか ら生じた毒素

就中感染菌の毒素のみによつても,確 実に腎盂尿管の

拡張を来す事を実験的に報告 し,更 に興味ある事は穂

積6)(1922)は 一例の 尿管の完全結紫のみでは巨大な

水腎は認めず,細 菌,毒 物,結 石等の腎盂粘膜刺戟物

が必要であると実験的詳細な研究を報告している事で

ある.更 にHinman7)(1926)は 完全閉塞 ・不完全閉

塞何れでも発生するか,特 に細菌感染はその程度,時

期を早め ると述べ菌感染の重大要素を強調している.

堀内8)(1934)も13例 中7例 の症例に於て尿溷濁を認

めたとして細菌の有無か重 たな影響を有することを述

べ,又 永井9)(1934)も その症例で巨大となる原因とし

て感染の機会のあつた事を強調した.志 村10)(1926)

は膀胱炎或は 尿 管 炎 後に水腎症の発生を見た事を報

告 している.又 落合12)(1941)に よれば,殆 んど全て

の水腎症に於て,腎 盂周囲炎が見られるとし,最 近辻

13)(11956)は 尿管通過障碍を有する腎は,常 に菌感染

の機会に露される事を窺わせる症例のあることを述べ

ている.即 ち厳密な意味での水腎症は無菌尿ではある

が,人 体が生体であり,然も尿路である以上,尿 路閉塞

乃至は狭窄が継続する場合当然次に招来すべき感染或

は防禦反応としての炎症であるべきで,既 に水腎症な

る尿瀦溜現象のある腎盂 ・尿管に二次性感染を受けた

感染性水腎症Infected Hydronephrosis(Hinman)

は臨床的に殊に泌尿器科的手術に併発する場合は極め

て多いと考えられる.然 も全身的感染は葡萄球菌であ

り,尿 路直接の感染は矢張 り大腸菌の感染であろう.

そこで私の実験では,単 に尿管結紮のみを試み40日 目

屠殺時の腎所見は僅に3.51倍 の増大を示したにも拘

ず,感 染性水腎の場合は葡萄菌静注例では結紮後10～

12日 目の間に於て,著 明な変化を形成し,大 腸菌腎盂

内注入群では稍々遅れて結紮後21日 目注入群が最も定

型的な水腎の発生を見たもので,こ の結果水腎症と実

験的に随時適切に発生せしめる事が出来たと考えられ

る.尚 注目すべきことは,全 身感染であれ,腎 盂内感

染であれ,一 度尿管の閉塞(尿 流通障碍発生)に よる

力学的腎盂拡大傾向が多少なりとも起 り始めた後の菌

感染がより重要な意義をもたらされるもので,換 言す

ればそれ以前は可成 りの抵抗を有するものと考えられ

る.こ の事は更に早期治療の重大性を明示するもので

ある.次 にかかる観点よりする第 〔Ⅱ〕項の抗生物質

の影響による実験を見ると細菌感染の前後各時期に於

ける抗生物質製剤の使用は,い ずれの場合も一応水腎

発生に対して,明 らかに抑制的に働らき,就 中その予

防的使用が最も有効な結果を得た事は興味ある事であ

る.近 時尿路感染症に対する予防的並に治療的抗生剤

の効果は広く一般的に認められ,既 にWeyrauch14)

(1957)は 一側の尿管を結紮した家兎に大腸菌の静注を

行い,そ の前にTetracyclinを 投与 して尿路感染の

予防的実験に成功 した事を述べている.私 の場合は水
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腎発生阻止を期待 しての実験であるが,既 述の如く,

いずれの場合も抗生剤非使用例に比して肉眼的及び組

織学的所見は,水 腎の発生に対して極めて抑制的に作

用することを明らかに示した.然 し乍ら筒詳細に検討

するなれば,菌 静注(下 行性腎盂腎炎)の 場合が,菌

腎盂内注入(上 行性腎盂腎炎)の 場合に比し抗生剤の

効果が劣っていると云う事である.元 来各種細菌の腎

臓実質通過に関しては古 くより多くの研究が行われ,

吾国に於ても筒井15)(1927),渡 辺16)(1928),佐 々木

17)(1928)等 め研究があり,い ずれも菌の通過を認め

ているが特に佐々木によれば黄色葡萄菌は静注後約20

～30分にして最も多量に 尿中に 排泄されるとしてい

る.従 って輸尿管の結紮された場合は,腎 盂に瀦溜す

る尿中に於ける細菌は相当多量の細菌が含まれている

事は勿論であり,一 方腎実質内に菌が滞 り,化 膿性炎

症を惹起し,進 んで膿性となり腎盂内に崩潰して来る

場合も考えられ,特 に静注された菌が葡萄球菌である

場合は,腎 盂内に於ても大腸菌に比して比較的長期間

生存する事は既に鳥居18)(1933)の 実験並びに著者の

実験でも明らかな事実である事 を考えれば,全 身感染

(葡萄菌感染)が 単に腎盂内注入(大 腸菌)の 場合に

比較して抗生剤の効果が 劣るとも 当然の 事と云えよ

う.従 ってかかる場合は特に予防的抗生剤の使用が望

ましい次第である.と もあれ抗生剤非使用例に見るが

如き巨大な水腎の発生は一例も発見されなかつた事実

は,吾 々の水腎発生に関す る考察に更に確信的根拠を

与え得たものと考える.

結 論

1) 家兎を用いて,感 染性水腎症に対する実験を試

みた結果,葡 萄菌静注群では結紮後10～12日 目の間に

於て,水 腎の著明な形成に成功し,大 腸菌の腎盂内注

入群では,結 紮後21日 目腎盂内注入群が最も発生率の

高いことを知 り得た.即 ち結紮による腎の充血期を過

ぎれば,水 腎は容易に随時適切に発生せしめる事に成

功 した.

2) 家兎腎臓 を用いて感染性水腎に就て実験的に抗

生物質を夫々投与した結果,結 紮後黄葡菌注射群では

PC,AC,が 共に 明らかに水腎発生を抑制 した.又 大

腸菌腎盂内注入群(AC, CM, SM,)い ずれも,非 使

用例に比し,抗 生剤使用例が著明な発生抑制の像 を見

出し得た.就 中腎盂内注入群に対する抗生物質の効果

は静注群よりは遙にすぐれた明らかな相違を認め,且

菌注入前か或は静注前に予防的に投与 したものが最 も

効果は大である.従 つて尿路通過障碍の既に認められ

る場合,或 は泌尿器科手術の前後に常に抗生物質の投

与を考慮しなければ ならない ことを明らかに 示唆し

た.

本論文の要旨は第46回 日本泌尿器科学会総会及び第

94回 日本皮膚科泌尿器科学会岡山地方会に夫々発表し

た.

御指導,御 校閲戴いた恩師大村教授に心より深謝す

ると共に,終 始御鞭達御援助された大北講師に感謝す
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Studies on the Influences of Bacterial Infection

 in Infected Hydronephrosis

By

Masaho SERA 

From the Department of Urology, Okayama University Medical School, Okayama

(Director: Prof. Dr. J. Omura)

The author observed the development of infected hydronephrosis on rabbits infusing 

colibacillus or staphylococcus flavus into their vein or calix after the ligation of their 

ureter (left side).

The author also obsesved the effects of antibiotics on hydronephrosis using the injection 

of Penicillin, Achromycin, Chloromycetin and Streptomycin into these rabbits, and the results 

were as followed.

1. Hydronephrosis occurred in highly percentage about 10-12days after the infusion in 

vein and about 21days after the infusion in calix in the cases of the ligation of ureter. 

Infusing staphylococcus in vein and colibacillus in calix, the development of hydronephrosis 

was accelerated.

2. The antibiotics prevented the enlargement of kidney considerably, and the preliminary 

application of antibiotics before the infusion was most effective.
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第1図

結紮後10～12日 黄葡菌

静 注 例

第2図

結紮後10～12日

大腸菌静注例

第3図

結紮後21日 目黄葡菌

腎盂内注入例

第4図

結紮後21日 目大腸菌

腎盂内注入例

第5図

黄 葡 菌 静 注

2～6日 目　 腎組織

第6図

大 腸 菌 静 注

10～12日 目　 腎組織
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第7図

大腸菌腎盂内注入

10日 目　 腎組織

第8図

大腸菌腎盂内注入

21日 目　 腎組織

第9図

黄葡菌静注前5日 間

PC投 与例

第10図

黄葡菌静注前5日 間

PC投 与例　 腎組織

第11図

黄葡菌静注直後5日 間

PC投 与例

第12図

黄葡菌静注直後より5日 間

PC投 与　 腎組織
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第13図

黄葡菌静注後より屠殺迄

PC投 与例

第14図

黄葡菌静注直後より屠殺迄

PC投 与側　 腎組織

第15図

大腸菌腎盂内注入前5日 間

AC投 与例

第16図

大腸菌注入5日 前

AC投 与例　 腎組織

第17図

大腸菌腎盂内注入後5日 間

AC投 与例

第18図

大腸菌腎盂内注入直後より屠殺迄

AC投 与例
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第19図

大腸菌腎盂内注入後5日 間

CM投 与例

第20図

大腸菌腎盂内注入直後よ り屠殺迄

SM投 与例

第21図

大腸菌腎盂内注入直後より屠殺迄

SM投 与例　 腎組織


