
了 . ]'l害

. 迩 -; L'享

L.1 .

-I:=i

1
‥

山
･

L

･･･.
l_

_
i TECHNICALREPORT

O7･bJ

* 穎 報 告 ∴書

Ⅰ
l ' ~ _ -t

lT. - ･L:･_･†t

rI .H巧一▲

NATURALHISTORYANDOUTC0仙EOFANTJ8lOTICTREAT仙ENT

訂OFURINARYTRACTINFECTIONSINW_0-MEN

女 性 (= お け る 屍_･路 感 染 の 自 然一史

海 お よ び 抗 生 物 賞 治 療 の 効 果ポ

･･= .. 乱 撃 "戸 節 等.

7示 ~~ 望;1義 持i･_鮎 聖̀【l欄
Z= HtROSHlMA

広 島

Jl

l ≡
:弓EIEZ

LAlVRENCERJFREEl)MAN,MD

MASAFUhITSEKlrMJ) 関 政文

JOHNP PHAIR.MD

｡ 寵

IT :･::-:三一∴

l

一

LE;-.a;;

･i*1..
;
汁

庵

,

▼▲一一⊥L:
,冒.書王
..
誓:i･,･
争TJilと

∴; .....賢

,敬

.,I
'7
即
"…

L.i;!

ド.ぷ一男I.蛋.･巳

.I
P

7

_
+

,,.

L

】r

･I.

..】

".
紬
.P
仙
L･Z
:

･!-
I__

?

:I

-'tll.1 号-

～ .i

ij Iq _iE

iL'･∴ 言:.守

如 き ≡~L

i

z J-L=T

王 .j i

■ - ･一一 ト

a

=式 】 丁妻 ｡

I謂 7 酎 J ≡ニ



TECHNLCALREPORTSERIES

集 枕 朝 令 書 集

TheABCCTechn■calReFH)r上sprOV】dctheoffLClaLbl)Lngual与taLCmCnlSrCqu)redtoLneet
theneedsoIJar)aneSeand m̂erlCanStaffrnerTtberS,Consultants.adv■sor)courlC■Is.and

aff日■atcdgo､emment阜nJpr■､ateorgamzAL10nS Tl■cTechn､亡alRel氾rtSe･･▲e与】S･r-0Way

mLendedtosuppLaEltregular)ournaJpublteatlOn

九liCC 某紙 恥では目上, B̂CCの日本人tJ上び米人IVTlq n ≠rrH,Jf川合.血脈なJ)げにEit



TECHNICALlモEPORT

O7164

t JA 輔 壱 t

NATURALHISTORYANDOUTCOr̂EOFANTIBl0TlCTREATIdENT

OFURINARYTRACTINFECTIONSIN WO仙EN

女 性 に お け る 尿 路 感 染 の 自 然 史

お よ び 抗 生 物 質 治 原 の 効 果

トHROSHIMA

広 島

LAWRENTCE氏 FREEl)MAN,MD

MASAFUhlISEKI.MD 開 放文

JOHNP PIlA1FEトlJ)

DepartmenLOEMeJ)clne

AL深部

A IS "



SttJdyPopLllaLlOn

ReasonsforRequestlngUr)neCulturesatTlmeOEC】LnlCVlsl1
秒襟時に抹梢紫綬丑 を求めた恥h

ScLectlOnOLCasesOfUm aryTractTnEecLlorI

GeneralFeaturesoEPaL]en15≠･lLhUrlrtarylrtlectl{mS
屈指亀染恕者の一般的特敬

TheCotJrSeOtUnnarylnfectLOrtStntheAbsenceofAntltHOhcTherapy
抗生初更を佼m しない場合の仔托車染の促通

Relatl0nLoRadlat■OrLExposure

ll

12

15

18

19



TABLESANDFIGURES

挿入図表

Table1 Urlnarytractln†ect10n5-TllrOShlmale'TlaLes
尿托感始 -広山女T

2 1YomcrI､Vllhurlnarylnlec(ton OuLcDmeandlerLgthoHoHo､V一叩 Oftreated
aFldunEreatcdF)atlentS
女Tのb'托番3't盤古 - 治蛾fNと束治較FFn=おける出発およびIEjb牡'f糊M

3 llyperlenston)∩"70rner川 .tht･Tlnar)tractlnEecLlOn

4 Antlb[oLlCtreatment
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HIROSH仙IA

Jl. I

INTRODUCTION

ItLSd]fLICultLoevaluatethecfEcctoftreatmer)Ion

anydisease ThlSISParl托utarlytrlJeOf gmm

negatLVeba亡lHarylntectLOnSOltheuTlnarytract

CrllerlabrLnfeeLlOnareJllferellltodayfroErL

､Yhatthe)Ⅵere)0yearsa苦l)anddefJn-t10rLSOt

sL[CCeSSIultrcatlTlentdllIertromor)eTePOT-ItOthe

next NewformsoltreatmentarebelngteSted
tNelorelheeEIe亡LOfayaIIablenelhoJs)sestabllSlled

Ph)S■clans see pauentS for dlflerentreasons

mat)ng ltPrOblernatIC LO COmPare StL･dles of

pallentSSeenbylnternlSt5.LLrOloglSL5,ObstetrlC･anS,

ped】atr■C■ansandhmllyphysIClanS F】r)ally,very
lLILlelSkl101m aboutthecourseofunlreated

lnfectl0nS The stJmJTlatJOn Ofthese plot)lens
mak{･sltdlrtlCUlltOaVOldtheconcLusl0nlhalthe

T.uZTLerOuSStudLeSdescrLbngmedlCaEandsurglCal

treatmenthavenotsahsfac10rl)HndlCatedwhether

therapyproducesanyslgnlELCantalteralLOnlnthe

naturalhJSIOryOfgramnegatLVebacL))dryH1fect10nS

oILTleurlnaT･yLracI

TheprcscntrcpOrhsarcvL飢VOfdatacollected

hlOT71159､yomenlVhosepus)t)vetlTlneCultures

､､eredetecteddurlng4yearsOfastudyoEtt.e

l山emed】ca)errectsoELOnlZ川grad･atlOr･errLLtted

durmgtheatormcbonbLngO=1】rosh)ma Although

therearealwaysuncerLaLnt)eS･rtarCtrOSpeCtlVe

arLaLysISOfdata.anumberofunusualfeaturesof

thepresentserleSOEpatlCnLSPrOVldedthest･rrtulus

forLJnderLakmgthereyleW TheseleaLures"C)LJdeJ

tJleretat】YelyunblaSednatLIreOfthestudyFN叩U-

Iat.on.theEIndlngOtagTOtlpOrpat】enLs.ワho
IVereLlntTeaLedforsほeablelnterYalsoftlrrte,the

kng fo‖O､… F'afterlre&LrnerlLand thetlSeOf

quanLILat■yebacterIOlogICLeChnlqueSdurlngtT･e

entIT･ePerlOJorobservatlon

描 言

どのような疾揃でも, それに対する治蝶の分業

を71淀することは甘 しい グラム陰性歯による揮劫

患染のJO合は神にそうである 惑娘に対 して現在用

いられているi?Pi益革は.10年牌の ものとは炎 ljっ

ており,拍蝶の成功lニ対する評l■も学令にJ:って一

定 してい f_, い.別行の輔法の効果がまだ確立 されて

い/Jいうちに.yrLLl結城法の拭廉が行なわれてい

る 各等F'1分ffのEg師は,それでLl異 rjつf=理由に

より恵古を診ているので,内科医.泌尿器科医.産

科医.小児科医. または貰挺医で受診 し/=盤古を対

象 とLr=それぞれの研究を比較 してみることには問

題 がある また,栄治軒のZ3;鈍感娘の経過 について

は.ほとんど知 られてい/Jい これらの関越 を要約

すると,内科的および外科的的蝶に関 して多 くの研

究が行/Lわれで きたが.約蝶 がグラム陰性尚尿鈍感

染の自然史(:TT猛な変化 を生 じたかどうかをその結

紫は満足 tこ茄 してい/Jい とい う孝吉絵はまぬがれが

たい

この報LHは.lLJ,bにおいでJJ;I--(一様弓rpから放出 さ

れた碓鮭放射線の底ギ的後形鳩 にr洞する4ff-一問の誤

盛で,抹増額脂性 と比められた 159人の女子 に胤す

るYt料 を検肘 したものである 紫料の郎後鋼玉には

常に不確実性があるが. この恐省の-吉事E=は撫つか

の虚 しい持畝があるため.今IiJ)の朽検討 を行なうこ

とにrJつた その梓牡 とはすrJわら.この3g重人口

集LiHの性突[:は.かたよりが比較的少 rjいこと,相

当期間にわf=り油鎖 を受けていないdL}t.令の所見があ

ること.泊娘練の丘XF)促進呪禁 を行Ijっていること.

および牧gEの全期間を通 L;て拙歯学的定見捜査 を行

なっていることである



SIudYPopul□†10n

The AtomlC Bomb Casually Conrruss】on )ら

studyJngtheLatetlffectsofrad】atlOnOnE)led

populatLOrlSamples】nH】rosh】maandNagasak】1

TnEormatLOnSuT)I)Lt,mentarytothe195OJaT)aneSe

NatlOnaJCerlSUS､､paSusedLoselect20,000persons

lnH】rosh■maandNagasakHngroupsaCCOrLllrlgtO

thelrlDCa110natthetimeOftheatomLCbomblngS

LnAugust1945

GrotJT)101999mfrt)mthehypt)center,reported

actlterad■atJOnln】ur)

C'oup2 01999mfT･Omtheh)ppoccnlcr.reported

noradlat■orl)nJury Matchedb〉pageandsexto

Group1

Group3 3000-3499mfromtheTlypOCerlter.matched

byageandsexloCrouE)1

Group4 10.000十mfromthchypOCCnterOrnOtln

eLthercltyatthet】meofthebomblngS Matcht,d

by.leetlndsextt)Croup1

lnHlrOShLmathcstud)仙aSbegunlnAugt)st1958

Theentlreg10upWtlSaskedtocomefortheLr

flrSteXam】n'lt】Onbchveen1958and1960,agaLJl
tNttlVeert1960and 1962andsoon ^ medJCa)

h■sloryLSObta■nedand∀arlollslaboratoTT PIY)Cedures

carT･)Cdout

Theextentto"TILCTISubjectsI,art】CIT)ateddurlng

theEJrSt2exam)natlOnCyclesTlaVebeenpub】】shcd

cLscl､rherem detall～3 Aftcrst)blract】ngthose

personsWTIOdlCdfromthef汀■g)na)sampLe,about

80%wereseenForthclrSChcdu)cdexamlnal】ons,

subtract)ngfurtht,ithosesub】eetsIVhomovedau,ay,

apE'rOX■mate)∫90% ､verccxaJTHned Theagesof

u′OmeneXan■neddurlngtheflrStC)CJeal一.Shown

川 Tablc1

As artIndex ofsoclOeCOnOm】C StこItuS.1tLS

pertmenttOCOnSlderthedlStrlbutlonoltar)ous

occupatLOnSOFmenand ､vomen■nthesamp】e

For males, about5% llpere I)rOfess】onaLazILl

techmcalworkers,about30% managers,offLCLa)S,

clerLCaZorsa)es nporkers.abollt5% faTmerS.

調査人口集EB

原爆協%'粥丑委 自余は,広島および長崎の固定

人口妓田儒本 につ いて放射線 の緩影1gを研究LL1であ

る L 1950時国勢羽歪の付節調兼 染 料 を利 川 して,

19451F8月のl所懐時の仕送(:韮づい r広上,rlおよび長

崎で2(),000人の抽出 を行 なった

?,l群 Jl,■妹時 に爆′し地 より0-1999mの距離 E=し､

て,,{J.件放射線は=状 を里 した老

第 2群 ll7f爆時 に煤 L､地 より0-1999mのPb腰 にい

て,EI性放射線症状 を里 きなかった古を,荊 l群の

年齢 性別梢収 に対応 させたもの

窮 3群 原爆時 E=掻 い也よY)3000-31粥mの距離 にい

たIB を.第 1群の1r齢 性別千席成L:対応 させたもcT)

荊 4郡 Ii諾爆時 に爆 L_LI也よ りlO,000 m 以遠 にいIL方
および広良市 または長崎市 にい/iかった 古で.P,1

群のir齢 性別構成 E=対応 させたもの

広由でこの湘架がL拝】始 されたのは.1958咋 8日

1960-62年 とい うよ 7に,Jr毅背全LIに対 し正,tWI勺

に受診するよ 7要吉汚している 病歴 を聴爪 し,Mz々

の臨床検宜 を行 なっている

f謹手刀の 2つの診襟同州 における受診準 lこつ いて

は,すでE=詳細 な報告 がある 23 hL77)の人口標 本

か ら死亡帝 を差 し引 けば約80%がpliE期診繁 を受 けて

いる さらにその中から,転出者 を差 し引 けば約93%

にjlLで診繁 を行 なっていることに{Jる 節 目耶粥

で受診 した女子の年齢分布 を衷 1E=示す

社会縫17i的状態 の一指標 と して,標ネ中の男女

のいろいろな戟菜の分布 を考えてみ るのが適 切であ

る 男子 では約 5%が禅門的技術的職燕従離乳 約

30%が管理的戦瀬従軸者,fFi群従軸老 または販売従

車 古,約 5%が農林,7偽薬従耶者 ,約25%が指能工
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luT71bcrFTlenaJldflShcrmt･nandatN)Ut25%craftsTrKn

andracLoryworkers AJ101her5% compTISed

nOrkerslntransportatLOnandservICeI.,Orkers,

arlJLtlerema)nderhereUrlerrlp】0)ed(aboLJ120%)

oroccupat■oTll､ZISunkl10､､,n(about7%)

Over70% oIthe WOmell≠ere ur.employed,

presumabbhouseur■VeS.About14%"let-eClerlCal､

salcsorprorcss10nal"℃IkcIら.6%hclOry"Orkers,
4%serlrlCHlOrkcrs､2罪tarmersorflSherWOmerL

andlrlahOU12%occupat10n"aSurlkno､vn

ReosonsforRQqUeShngUrlne⊂uIIuresoITlrlle
oFCllnl⊂VISlt

UrlneCultuleS帆,ClCle(luCStCdatthed】scrctlDn

ofthe exiLmmlng 】)h)sJelan forthe fo‖0､､･1ng

reasons AbnoT･maLlt)Oftheurlne,hypertenSlOn

andur■nazysymptoms An=1CreaSelnthenumbt,r
ofrt-dorlVhlLebhodcc日sLnthetjr】rleOrthe

prt,senceorproteLnOrbactcr)aasreported】rLthe

routlneUr■naL)SISCOnSLLtutedthemostcoTTlr.TOR

reasonforurnecuEturc A】thoL･gLlthese･nd】cal】0,1s

MereL)reSCrlbed､ItISUnI)kelyLhalallpat】eTltS
LV)thabnoTmalLt】eShadurlneCultures

Anumberolspec)alsludleい､PereCOr･ducLedorl

th)spoptlhtIOllbeいveen1958and19 62.･TICIud･rlg

JeLa)leJexamlnaL'onOth)pet-tenSrVepat-er-lSi;

lい､ascomTT10nPraCtICe.therefore.ro√pat･enLs

IVlthabloodpressure)nexcessof140/90TTlmHg

f=li サーt'ス中某従 J̀l古で,撲り11兼耽長者 (約

J 20%)または革ま不明(約 7%)であった

女-f･では.その70%以 Lが素姓薫育<･あったが,

これはおそらく]二始であろ 7 約11%が司i冷従都市.

版光従中古または禅門的墳 丘従邸廿.6%が生席工

程従耶省,4%がサービス職 男従郎令.2%がET<.負

男従叫古.またr･)2%が戦 果不IlJlであった

診察時に尿増発領空 を求めた理由

尿の炎常仲兄.fl,'J血l_fむにおJ:び姥探訪症状があ

る似合は,鯵7#医の刊Wrで鵬雌糞偵丑の.8兆 を省きた

した 尿畑*検孜は,尿の池珊繰態で尿FTlの赤血球

数または山血球款にJP川】がみられ. もしくは器白ま

たは細菌が社められたために.秤/jhれた瑚合が巌

も多い 適応ZJlが一応ii:められたとはいえ,共栄を

瓜する-tt全Ln_ついて坪梢井検立 が行J'jわれ/=とは

思え七日

1958年から1962年の榊[:,この半荘11扱雄En=

]寸して,高血庄の詳細 なJl成ト7/jどの特別研究が

いくつか行/Jわ九/_ LI=がって.血圧 140/93Eq]H.

以上の毛には,Jilの所見やLf状の如何にかかhら~r



LohavetheLrur-neCultured,TTe5PeCtlVeOfunnaT-∫

†】ndLngSOrSymptoms Ur)narys)mptoms≠･ere

'TWeStlgatCdlrtthecotJrSeOflhesysteTTlreYleW

durlng1958-60 SubsequerLtly.onlyan■rlterVal

h･storywastaker-ndltlSuJll]kelythatquesLIOr"ng

aboutgenlLO-um arySymptoms､VaSaSComplete

durlng196062

Selecl'onof⊂ososofunnoryTrく】亡tlrlfe｡†■on

S･rlCe the startofthe program ■rL1958 a

qlJanlLtalLVeteChn■quehasbeen■TLu5･efordeterrrLln-

■ngLhenumberoIvlab】en]croblalunltSLnaClean

volded uT-)ne SPEC)rrLerli Durlrtg 195860 (he

resultsorthecobrl.ICOLlr-t≠erCcededaJldpurLChed

onlBMcard5 From1960-621rleonl)Tlnd■catIOrl

ontheIBM cardu且sWhetherorr)otaculLUre

I.adbeenmade ThTOl,ghoulthesttldydlagnOSやS

TlaVebeencodedaccoTd･ngtotheIrlternatlOnal
Slat)sllCaLChsslflCaLIOnOfL))scascsoLthelVorld

Hell)thOrganLZatJOn(lCl))

Fortheprcscn11nVeStlgatlOn.therecordsWere

rev.et､edForall､vomen■nlhcl≦tcycle(1958-60)

"･ho had ≧10.000 colonlesofany tuclerlum

(e3'CePtLuLxLJ･Clebac■Hl)permloturlne TnfecL)Pns

)nmenll,erelnSLLtE-cLenlforanal)STSI Forboth

c)pclestherecords"pertexam‖1edofpat'erILS

WlLhtheloILo､vlrtgdlagFIOSeS LrlreCL)OrbsOfkJdney

(lCI)600LcさStlt･S(6051OtherdlSeaSeSOfurethra

lmnarytractlnfect■on(609)orabnornalurmaT-y

constltuenESOrunSPeClfLedcause(789)

TT.ecr)teLlDnfor】ncLusLOnOEacaseofur)mar)

tractlnfect)OnlnthlSStudy"ra≦thefLnd】ngof

100,000 0r more colozlleS Orgram rlegat】VC

haclerLaperFnlofurlne･･laSlnglecultlJre ln

the lsLCXan=lal'oncycleurlnecullureS､､,ere

obtalnedfrom2072subjects.Ⅰ34oEtheseconta)ned

≧10000 cc]OnLeS Ofbaclerla PerTTII After
revleh,Oftherecords llollhesccasesIVCre

excllldedbccaLISeafetvIVert･LnmenafelVwere

du.HoorganISmSOITleT-thangramnegat･､ebacILII

andtheremalnderbecauseoEcolonycountsol

)essthan100.000 There"･ere93pat)erltS､Vhose

)nfect10nSIVered】agnosedLnthelらtc)cLeand

66patLentS＼VhoscLnEectlOnS＼､rCrCIlrStdlagnOSed

lrllhe2rtdc),cEe ALlt10ughpatlents､vereseLecled

採培養検査 を行 rJうことが多かっf= 沖原石症状 に

つ いては,1958-60年診察周期の荘官系挨別間詮で

詞べた それ以後は,1960-62年同 朋 に,中r.1病歴

を葛顕 したにととまり.催尿古症状 (:関す る問診 が

前回ほ ど完全であったとは思 われ/jい

尿路感染例の抽出

1958年r:この)査甘t廟 を閑地 し/=当印 から.汚

独 されない俳維尿中にお[1る生 きた細 紬の敦 を決 iE

する1=めの逆且f*東 が行なわれている.t 1958-EX)午

鍋期には.済娘帯出狂喜のi!柴を!己別 とL.IB＼Tカ ー

ドに記録 し[=. 1960-62年周Jn:は,塙 蒙検査 が行

/jわれでいるか どうかとい うことのみを EBllIカー ['

r:しろ した 丸薬 の全期間をjjhL', 珍断 はす :̂て.

世y日米心機rnlの国防疾病統計LJy灯にt.l=って持 FHとさ

れた 日Cl))

今ldの5I-Hでは.1958-03EFの那 l診幣周期で.

尿 Id)1当 りの細 浦(結核 菌 を除 く)の処落散が10.003

以上であった女子全Llについて その3亡iiの検討 を行

I_,っf= 男子の追込例敦は解析 Z:は不十',Iであった

a,1bJ:び荊21相好H:おいて.TtKの患牡HCD600).

肪耽美(605).その他の尿道の疾乱 す/_h ち尿 路

感染(6【0),または原 因不詳 の併収分光常(789)が

2%め られた恕 古の記王立について も検討 が行なわれた

尿拍感妓例 を今uilの調兼 に含めるか否 かを7JL7i;

す る基準 としては, 1回の培 兼 検 在 で併 1mJl:つ

き7'ラム除d=L'ilDS滞歎 100.000以上の所見をMいた

荊1診察朋PIでは,2072人の対8t古について尿横車

捜査 を行 r_Jったが, その 7ち134人 は gl並 藩 政 が

l■】lI:つ き10.OCOLl上で あった fe錘 の 検討 を行

/jつたkJ=果.41fRを除外 しf=が, その中の少 款例 は

朋子であ り.少敦が グラム陰性肘 'LI以外の細菌感 姓

で,残 りは.nil壌落款が 100,000以下であった 界

1周,qlに感姓従 と抄断 きれた肴は93人お r), また苅

2周期 にtJ)めて感姓の診断 を受 けた古は66人であっ

た Iii市の抽JIJ.は, 荊 1または第 2秒祭周期 l:おり



accoT-dlngtOPOSlt1VeUrlnCCultures･nthelstor

End examlnahOrLCyCLes,datafT-OTTISubsequerLt

examlnatl0nSWereULL)IZCdtoobta]nthelongest

FKnOdolfolloWup

Gener｡rFeohJreiOfP(】horltswllh urlnCIry

lnFeCrlons

TheagedlStrlbuLIOnOlthelVOmenWlthuTlrlary

■r.fect】orLISShohpnnTable1 Thepatter)ts≠】tlt

lnfecLIOnSdcICCLCdlnthel≦texamlr'al.onc)cle

uCreusedlocalculateestlmaleJprevalenceof

Lrltect71)rtSfor1958-60 )iurLrteSamplesfroTTlall

paLLerLtShadbeerLCulturedasaroutLneProcedure

tht･seElgl'reS"･OuldbehlghersLnCeltlS"･ell

knownthatuT･1naryLra亡Ilnlect･oRSmaybepresent

)ntheabsenceols)TTlPtOmSandabnormalftr･d-ngs

orlrOUt■neL[r‖1al)SIS ThelnCreaSlngp.-eValence

､､■th】ncreas■ngagelSi)mllarl… hヾaLothershave

hlJnJ.npopulat'onsL'rVC),SI12

rM･enL)p･mnepallernShadら)rnptomsoftmnar)I

trlEecLLOnattheLlmCOreXamLnaLLOnOr]F'LhepasL

The s.tnPtOmS COnSLdered "ere Frequency of

urLnatlOn a)surla.andflankpa･narld一ever Of

tLesc29patLentS.15＼､･crclesstTlan50)earsoF

age Lookedatanothertray,among114Women

aged50yearsormoralS)prnPlomsoELnfect.opt

≠rereel■clleJfrorT114(12%),Whlleamong45women

Lessthan50years,15(33%)hadsymptoms

Flgure1(lcmonstzatcsthatpalLenls川thu-.mary

lrlfectlOndetectedaspartI)faTlypeTtenSLOnSurvey

､vcrc o)der th'ln Lhosc dLagnOSCd because of

symptomsorabnoTma)urlnaLysIS Th･sdlffeTenCe

maybeexplalneLIbytheI)lderagt･ofmosthyper-

tens】vL,PersonsaSCOmPaLCdlVlththeaged･str卜

buLIOnOltheent】leStudypopu)atLOn

Ofthe159palLeTILStVllhurlnar)･InEectlOnS,22

d■dnothavearo日OlVuPCu一tureatthellTT)ethe

records ､､･ere revleWCd leavlng 137 fo.Ithe

evaluat■onoHo‖otvupstudleS(Table2) Theage

oflhesc22patlenLS､YaSComparabletothegrot･p
aSal､,hole Deathoccurred■n6 1VheTeaSOfthe

137pat■enLs､vlEhrepeatCUIlureSOnl)r4dled ln

aJdtLIOn,aSⅥOLIldbeanLLCIPated.thema)orltyOf

FN'tl"LSt､･lthaslngleeulturehadthe･r叩reCt･OnS

る併横瀬が脂性であったhから行/ihれたが,縫過

独習糊問をで きるだlHをくするJ-=れ その練の診tI<

から1:1たYH書もjlJM Ll=

尿路感染患者の一般的特Zh

尿路感nをイIJする女 tの年齢分布は/(1の通 り

である 荊 1秒堺周期で発見 された女子の尿路感染

患者に盛づいて,1958-60年の惑lbの推定有病準の

計算を行なつf: 症状 がrjい1特介も.また通常検尿

で共nJ書見が1_･日朝 で=二も,併冷感.姓が存在 Lf語る

とZ%r)らtlているので. もしJl丑JJ叙事全Ljについ

てgl話手検査 を通常検兼 として行r+つていれば. こ

の急事はより高いものとf_,ったであろう 年l舌とと

もr:新病単が相加することについては,ほかの研究

者がj長田)l丑で三豊わたところとBi似 している 9-】2

秒繁時 もしくは過i;(こおいて,Ji;持轄姓の症状

左石 していたRは29人bっ/= 症状 として考えられ

r=のは朝凪 俳揮FA紫.rN搬輔および発蝕であった

この29人の うら,15人は93度東浦であっ/= 別の枚

点からすれば.50JZ以上の女71-114人の うら,感染

症状 を沈めた熱 い4人(12%)あっI=が.50故未満の

女子ではL15人の うら15人(33%)がhl状 を代っていた

底1は,荊血圧鞘充で雅兄 された揮耗感染獣毛

のiL一新が,hÌ状 または舛珊検尿所見によって診断 さ

れたJBのそれよりも荊かっ/_ことを示す この差は,

大抵の芯血庄怨 斤の咋脈が朋恋JJiLl]1針 本のir齢'分布

に比/<て芯 い とい ･)こ とか らRMJlで きるかもしれ

rALLl

紀錨の強打 を行/Jった軌 尿箱感妓敗者159̂

の うら22人は追加梢茸を受LlていfJかったので,秩

この22人の除外例の年B分和は,粥亜群全休の年鶴

分布 と一旦 していた 頒兼7年榛東を行rjつrL:137人

の うち,死亡 した才が.わずか4人であったのに対

し,この22人の うらには6人も死亡 している その

上.予想 されf:ように l度 しか梢兼を行f_,ってい/_,
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detectedduTlngtheperlOd196062.いrhereasfor

the159paL]enLsthemaJOrllyoflnrectlOnSWere

detecteddL･- g 1958-60 Th us. the patlentS

wllhoL[Ltl)nOIV-upStudleShadarHgherproportl0IIOL

dcaEhsandashorterper10doHoHl)WuP≠･11h一ess

opPOrturLlt)IforrepealuTIEleCLllLureS

R【SULT5

ElfocloFAIlIlb-OIICTr.aolmont

n̂t1b10LICS"rereg･Ve- CCO,dLngtOthercsuLtsor

川t,tIrod】scsens■1】､･llyteststo()8patlentS､YLth

urlnar)Ilnfect■r)ns(TabLC2) Cultureswerenot
obLalnedaftertreatment)n5LnStanCeSbuttTle

remalnlng93patlenlshadcul【urcspcrLormedal

varylnglntCrValsafterLreaLrnenL､VaSCOrrLPleted

Urlne Cultureslollo"･ng LreatmCnLrema■ned

JICgaLl､･efor5IpatleTltS(treatmentSUCCESS) On

theotherltand,= 42InstancespoSLtlヽ,eCLJ]tLJreS

pcrsLSLedorrecurreda一terEreatrrtent(LreatTTtent

faLIurc)

SLudyoHhe42paLllmtSCOnSLderedtreatment
lal】urcsShonedLhalcultures3rnonthsorless

afterrecel､■rlgant]L)■oL■cs"･erenegallVelr124or

3JlnStanCCS(Table2arldF】gure2) LhLJSthe

lesLlltorLhcrapydepcndcdontheEengLhof(1me

LhcpaLICntSWt,refoLlou.edaILCrtlCatment Th)s

IVaSShownClearL)b)cons)dt･llnglVhaLtheresults

IVOu)也havebeenhadtrealmcntcva)u.ltlOndependt,d

on thefLrStpOSトtreatTTlentCu)Lure(Flgure3)

LookedatlnlhLS"lay,LtrT"ghtappcarthat78(84%)
otlhe 93 trealcd E)at)entS had t妃en CLJred

HoIVeVer,58ofthese78 paLlenLShadT-epeat

culturesⅥ･hlcrlwereposlt=′e H127Lr)SLaJICeS

Consequel一tly.loeyalLJaLetheloT)g･terTTlOulCOme

afLeTlreatmenLltlSmSleadlngLOmCIudenegaLIVe
culll】reS Oblalned 3 monthsorlessaftertlle

compLeLtOnOftJ･eatment Om)Lt)rlgfrorrLCOrLSTdeト

at】onthe20patJerlLswhoseorllypst-treatTTlent

clJhurHVaSTLegal■ve<_3moTLthsafterlreatmerEL.

thefmalresultlntherernalnlng73patlents仙as

that42(5755k;)､yerelrealmentIallllreSIVllereaS

31(425%)achleVedlong-termtreatmentstLCCeEiS

い肴の大判 土.1960-62年周期 に感 姓が発見 され/I

Rであ り, これに対 して159人 ではJi;給感牧の大半

が1958-60年周期 に発見 されてい る この よ っに.

追加検二正を受 けていない者の方 が死 亡甲 が布 く. ま

/=枚祭 神l仰 もより短 か く,再 鹸兼 の tI全に恵 王tt

/Jい

括 果

抗生物東治簾の効果

煤相場姓 を右す る98例 に11しては.体外感受性

デ ィス クによるFT性検査 の絞染[:Jぷづ いて杭fl物 質

を投与 Lr=(JiZ) その うち.5例 は治軒後の培奪

検光 を行 fJ:っていないが,妓 りの93例 に/ILで は,

治蝶完了軌 種々の間綿 で床桔 斉 を行 な って い ろ

51例では,治較後の尿培昔 は陰性 (治坂成功)千

あったのに対 し,42例7.は,FA性所見は治蝶綾 も依

.M指紋 Lf=かまたは再発 した(泊輔無効 )

治材 ≒効 と考 えられ る42例 [=つ いて検討 してみ

ると.抗生物 質授与綬 3かfl以内に摘兼検査 を受 け

/_31I月中. 別 人 が陰性 であった(rL2およLFEEl2)

このよ うに,冶輔 の結果 はif.蝶後の絶過枚繁 の期 間

に応 L'て弟 /Jっている この ことは.泊較 後の荊 l

lホ1Ftの梢軌 こ基づいてffi城軸火 を判淀 した瑚 令, と

人 な椛雑 が亨.r事られるかを考えればtlJ伯 である(Eg)3)

この よ うに見れば.ffT瞭例93人の つち7引列(84%)は

治鎖 したよ うに見 えるかも しれ ない しか し. この

78人の うら,58人が培董再検査 を費 り.27人が施性

でj)つた Lf_がって,泊蝶の投期的劫火 をfI竜 す

る瑚合,治蝶 完 了綾 3かF]以 内 に行 /Jわれた培糞

の陰性 所 見 を含 め るこ とは誤 解 を生 じる 治硬練

3かF]以 内 l:1回 だ け構 糞 を受 けて陰性 であった

20人を捨 (1は.焦 りの73人 に おける溢括尼 ALでは,

42人(575%)が治較 k効 で あ っ/=の にJlL,31人

(425%)は妓期的にif.蝶成功 であっ/i



ComparlSOnOfthepatientsforlVhom treatment
WassuccessEu)andtJnSuCCeSSEuldemonstratedno

dLfferences】nlengthoHo】Jow-up(Flgure4)orage

dlStrlbut10n HeTTIOgLobln)evelsatthestartandat

theendofobSerVal】onlVCrethesameLnbothgrotlps

Dlabetcsme))LtuSWasd】agnosed】n3treatmentEal)ure

patlentsand1stJccessftlJ)ytrt,atedpat)tnt

lnLtla)blood pressure levels and fLnalblood

prcssurc)evelswerethesamelnthe2groups

Defln)ng hypcrtenslOn aS a blood pressure

≧145/90mmHg.tnt,rewasnos】gn)fIcantd)fference

)ntheproportLOnOfhyperlensLVepat)erttS】nthe

yar]oustreatmentgroups(Table3)

Ameasurt･ofg】orneru)arfJhrat】Dn(bIocdrLOnT)rt)te)rL

n)trogenorseTUnurean)Lrogen)lVaSdeterm)ned

■rL29ofthe42treatmentfallurepatlentSand16of

the3lsuccessEl'日ytreatedpat]entsatSOTT)et■me

durLngthestudyperLOd BDrderL)nee)evat"n_s
IVere found Ln 2 oftht,forTT)erarld 4 °lthe

Lattergroups

Tntravenouspyelogramswereobtalned】n12of

the42treatmerltEaL)urepat)entS,61Vertlnormal.

3reveaLedsomeevldenceofpyelonepTlrlttS,1a

staghorncaLcuLus,1parenchymalrenalcalc)fLCatLOnS

and1hydronephrosLSandhydroureter Threeof

thesepatlenlswerelessthanage50 TnthlSage

g10up.20日 hepyelDgramS､VelerlOrmaLand 1

showedhydronephrosLS

lnthesuccessfuL)ytreatedgroup,5XTarSIudLeS

were done and the rcsuLts IVere S】rn)lar 2

pye)ograms､代1er"rmal.2sho､vedev)denceoE

pyc)oncphrltlSanllIdemortstratedarerlalstone

lv】thhydronephros】s OnLy1ofthesepye]ograrrLS

≠rasdone】napat)entlesstTlanage50andthts

showedevJdcnceoLch'on■cpyelortcphrltlS

1hcm)CroorganlSrrLSrecoveredfroTTlbothgroups

of patLentS Were E coltor PaTaCOtObae仙 m

exceptLng1ProEeLL5and2A aerogenes)nrcct)ons

lnthesuccessfunytreatedgroupand 1Prroteus,

2A aeTOgenL･S,IPseudomoTlaS)ntT.etreatmerlt

fal】uregroup

治#成功例 と治軒無酬 列とを比 較 してみ る と,

観察柑日間(図 4)または,年齢分布 に差異 は認 め られ

なかった 観察 の開始時 および終了時 における血色

来且は両群 とも同 じであった 糖尿病の診断 を受 け

た毛は池原無効呼に3人,治軒成功群のなかに 1人

ある

観繁の開始時 および終了時 にI'Elる血圧仏 も両

群同 じであ?た 145/90bmH̀以上の血圧 を高血圧

症 と した規 合,各満城群 における高血圧 '患者の利合

には有意 な蒙弟 は なかった(蓑 3)

瀬査期 間中の ある時期 に,糸球体炉過 (血rTl残

余窒素 または血 泊 尿 素 窒 素)の測 定 を治析 虹力 群

42例 中の2g例 と治凍 成功群31例中の16十削 二対 して行

なったが.前者の 2例 な らびに後者の 4例 に軽131の

上昇 を認 めた

静脈性腎孟造影術 は,冶軒無効群42例中の12例

に対 して行 なったが, 7ち6例 は正 .77であ り.3例

は腎去腎炎の徴候 が若ITあ り, 1例 に鹿 角状 結 石,

1例 に腎暇実演部石灰化, また 1例 に水†T虹 および

尿管水癌 を認めた これbの患者の フち, 3人はED歳

末浦であった この3人の耕法法野末造影では. 2人

は正常. 1人は水腎症 と認めた

治が成功群の うち5例 にX線検査 を行 rjつ[=結

束 も虹劾群 と類似 してい る す なわち賢志造影法で

は 2例 が正常, 2例 が腎宝腎炎, l例 が水腎症 を伴

う腎臓結石 とEZ:Dめ LDれた 千手孟造影法は,9)歳末潤

の老11鮒 こ対 してのみ行 なわれ その結果,機種 腎

孟腎炎の徴候 を認 めた

両群で検出 された徽j=物 については,泊頒成功

群のプロテ ウス菌 l例, アエロゲネ ス菌感 姓 2例,

および治蝶無効群のプロテウス菌 1例,アエロゲネ

ス菌 2†軌 フ ソイ ドモナス菌 1例 を除けば.大膿菌

かまたはパラコ リ菌 が両群の条例 に共通 して邑巴め り

わた
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SorrLePaLlerLIshadaSLngLepos】tlYet]rtneCulture

tx･foretTeatmenl,OthershadrepeatedctlItures

These2typesofpallenLs､vereeqLLallydlStrlbuled
tktweenthoseforlVhomLTeatmerLtlVaSSuCCeSSflll

aJldLhoscfoT･lVhomlLfalled

Theol】teOmeaherLreaLTtlenLwa月notlnnuenCed

b)theI)peoranLlb10tlCLherap)erTIPloyeJ(Table4)

TherrLICrOOrgan-SnSrecoveredlT10Fntheur･r,e

帆-ereldentlfledln40oflhe42casesofpeTS■Stertt

orrecurrentlnfecLLOn A Changeoiorgamsm
afterLr(･atmenLuaSdocuFnenLed Lrl17 0140

cases(425%).

]nsumrrLary.about50% oltheWoETLen､Vlth

Llm arylnleeLlOnStreatedwILharlllbl0tlCST-ema)ned

EPEEoIHlreCLJOna一terprolongedEollo､V-tlp lt

ⅥaSnotpOSS■ble10COrrehLeapat】erlt'sresponse to

tTeaLJTlCrtいnthtypeoflnIectlOn.numberofpos･tlYe

unneculturesI)eforcLreaLmcrn.age,hemoglotHn,

bloodnoIIPrOtelnnltrOgenleveI.dlabeLeSmelt･tus.

rLyPerLens10n,OrLyreOfanl･b10t･CSemployed

ち,fpJ向い Lq暮耶後憩 を行なった 古もあるが, それ

ぞれ治城成功群 と治蝶も効群のrdlに同様 r=分布 Lr

いた

if.群後の拙alは.†州 lLf=抗1-物 環の唖瀕 によ

っては形甘 さttfjかった(此4)

感姓 が桔撹 し/_かま[=は再発 した42例 の うち.

40例の尿 か ら検出 した帝生物の鑑別 を行 f_,った･治

蝶後.抑 齢の変化は40例 の うら17例(425%)におい

て炎荘 さLlr=

要約すると,扶生物双紙蚊 を空 けた女子の尿路

感染恵 方の約50%は.妓相戦5Fの強 も引 き絞 き捺性

であった.ifi蝶 に1すす る怨&の反応 と.感姓の確執

泊攻前の臨性 を里 Ll=JF蛸賛積立の1i.t故.呼B,血

色実見.血rI,残余封兼ji,槻梯捕,高血圧症, また

は(引IlLた枕生物flの確Bl/Jどとの相関 を望 めるこ

とLiで きriかった

TTuledbyprlV▲tephyS･C.▲n
PIL.I .llrl
Tctr一CyC)tpIClndStrepLotTlyElrll2g/(hy
7】Od▲〃
ナ トラサイクリ/JJjびス トレ1 トー/イ

lllBillJL-2∫7-10日Fq

TelrACyCl■IltOrN■lrorurJnto1710rSLJlfollarzllJe
710dtリ
ナ トウサイクリ/ iITはニ トロ7 9/ トイ/
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TOlLlIt

menLS■▲cctSt TTeILrm･rnFHIure
.T'fJliヽ {;■■e

9 12
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TheCour与8OfUr■norylnfoChoru■nlheAbsence

ofAnllblOflくTheropy

Therehavebeenveryfew obseryal10nSOfthe

cotJrSeOfunnaryInfect)on≦lntheabsenceoE

anLltHOtJCtherapy Thlrty-r"nepat･entslnthJS

serleSdldnotreCeIVeant)bl0tJCSdurlrlgtheper)OJ

reylewed AlthoughtreatmentwasreCOmEnenJed

lnalltnstances.thepaLlenL5eltherdldnolreLt･Tn

fortreaLITleFltOrh)led LogolotJlelrPrlVate

抗生物ylを使用 しない14台の尿路感染 の提過

抗生物井 を班川 し/jい瑚合の尿路感染の促通 に

Ⅷする税額 はほとん どrLい この別表で39人は枚察

期間中 lこ抗生物質治蝶 を受けていfjい その全fll:

対 して拍攻 を受 けるよ うtbめ/=が.治安のf:わに来

なかったhL. ま/=はかか りつ (1の医師の治zkをま け

tJかっr=かのい-{九かで^った.堵 兼再検査 を受 け



ph)sIClanSfortreatment ln211nSlancesrepcaL

cL･lturesWerer[egatlYe The)eFlgLhl)†tollowtJplS

sho"･rHTIFlgure5 A]tpat･enlSl･hoseclJILurcs

becarrLenegaLIVe lYerelJltervlen･edathoT71etO

esLabI-shthattheyhadnotrecetvedant]bIOtICS

duTlngtheper)odoEobservat】on

lt)～rcmarkab[ethatclzCnlntheabsenceol

antlbl0tlCtreatment,"I)th long term foILoWup,

UrLnCCultt]rcslnapprOXlmatCLy50形Ofthepatients

tKCamenegatLVe ThlSreSuLtlsthesaneas＼vas

Jescr■bedTorpabenlsWhodLdleCCIVeaTLllL)10LLC

Lherapy

A compansDnOftheu･1treateJ pat)entsuT)th
tT10Se≠horcceLVedtrealJnCr)ISho帆edthatthe

agedlSLr■hL-110n.meanbloodpressurelevelsand

mJmberOF persons､vILhlりPertenS)On(Table3)

肌aSSIrnlLar Therenere3dLabctlCS.ln20hvhom

theurlneCUlturcbecaTTlenegat川CIVllhoL'ttTeatmenl

lntravcnousp)･e)ographyWasdoneonl)ItlVtCeand
urnsnormal)nbothmSLanccs

AnotherWaytoLookaHhescdatalsloexam]ne

allpatlentS､uthTT.Orethan1culture.､､heLtleTOr

no= hey"･ereuttLmatel),lreaLcd(Table5) Jn

add】t]orllothe39patlenlsIVhoweretollo≠･edand
neverrecelVedantlb10tlCS.therelVere50whohad

repealCultureSh fort･TYCe)VlngantltXOtlCS(F lgure6l
CorlsIJerlTlgthlSgrOtJPOf89patlenlS.68follo､V-up

cultlJTeSrernalned pos】LIVelVhereas21became

negaLLVe IloIVeVer,1日､･asIoLIrIdLhalln45ct]ltures

repea(cJtvlthln18mollthsoftheor･glnalcullt･re

40､＼･erestllLI)OSLt]Ve RestrLCtlngtheanaLys･sto

follDtVuPPqrl0LIsmorecoml)arablctothetreated

grol'PS.Lt･.afteran 18monthInterval,16 out

of44culturesu,erenegatJVe

lnsuTTImary.thelong-terml)utCOmeOrurlnary
lnlect]onlntheabserlceoltreaLmenLd】d not

appeartodlEferfromtheoutcomeafteranllhlOt】C

lreatrnenL(FlgUre7)

RelQrlOntoRodIOI10nExposLIre

ThepatLenLSWeredtvldedaccordlngtOthelr

rad■atLOnexposuregrOuplrtgandnod･fference

washund)ntheLnfectlOnratesforeachgroup

EvenfDrthegrouprece･V川gtheh)ghestrad,at)on

た21f河の結火は体性で あっ/I_牧紫JI"rdの良 さにつ

いては図 5に示す 培養結果 が陰性 とf_-っr=&の食

fll二]寸して,'#庭dJF関 を行 なって批5L糊r.1中に抗生

物 質の治蝶 を受 (1ていr_rL､ことを6tZiL/;

艮期校群 111に.杭生物駅的城 をrTr_,わ/jかっ[=

糊合で も, IL1.冶の約9)%は尿蛸兼の打JLtが陰性 に/i

ったことは綿氾すべ きことで ある このも1RLは,抗

生物質泊蝶 を受けた盤 古とliiJL'であっr_

来泊軒別 と泊輔例 とを比較Irる と, 年齢 分布.

平均Jl庄仏. および高血圧恵 方敦(]壬3)はn似 して

いることが比め られた 糖尿Aii忠方は 3^ い/=が,

その つち2人の揮1.5糞の長与光は7t,縦 を費目ていない

のに陰性 になった 2回fごり節辞任 Irよ造お嬢虫 を

行 r_rつたが. その轄架はいずれもlT･冊であった

これ らのYtflを検肘 するもう一つのノ)法は,川

東検査 を2阿以上受 けている省の仝uが泊軒 を受 け

たかど うかを粥ペ ることである(J壬5) 提過税祭 を

受けたが抗生杓 腎の投与 は受 [1/iかった39人以外に,

抗生物 井的轍 を受 [1ろ前 に増 薫粥検Jiを受 けf:古が

50人 あら(Egl6) この89人の忠 h群 を見 ると, その

うち68人の追hLl橋 薫の結果がFE性 で.2L人はFS性 に

なってい/V この中で.hL7DのE話手検束か ら18かF]

以内 に博幸再検査 を行 /_,った45例では.40例 が依Iた

陽性 であることが詑 め られた 納攻例 と比較 しやす

いよ うに.税額相川"が18か月以｣-の もの【こ以krLで

解析 を行 rjった瑚 か ま,44例の摘 誰の つち16例 が仏

性 であった

誓約す ると,治蝶 を受 けていrjい将 分の尿路JZ_L.A

染の長期的鵜14!は,扶生物 文治群 を受 [1/_後の轄IL

と差異 があるよ うlこは見 えなかった(E217)

放射提被I■との関係

放射線 の転職区分別 にIit.羽の分類 を行/_,ったが,

各群 に岱独畔のZT,炎 は認 め られ/Jかった 瓜 も多い

放 射線 且 を受 Hで い る群 , ナ /-わ ら,林 LL地 か ら
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dose.]e,personsw)th)nl400moftrLeTlypOCeTlter

wlthahlstoryolacuteradlabonLn】uryatthet】rrLe

oEbomb】ng,theratesforurinarylnfectlOn"ere

sLml1artotheothergroups

Ana】yslsofthereSuLLsoHong-term foIIoIV-up

accordlngtOradlaL10neXPOSl▲rerevealedallequal

dlVISLOnOrPersonsl州hlrL1400m amongthose

whosetlnneCLJltLLrerema)rLedposltlVeandthose

lVhosecultureL*camenegatlVeWlLtlOut【reatmer'l

ThedLStrlhutLOnOrPersonsIVlthlllL400mofthe

hypocenLersholVedaSuggeStlVea)fferentebet≠eert

thetreatmentsuccessandtreatmentEalluregroups

PersonsW】ththehlghestraJLat･OrtdosageH,ere

predomlnanllysuceesslullytreated

Se､･eralreportsha､･eL*er)､vnltenOnthehen)th

statusoltrle PartIClpanLS川 thLS SluJy l l} H

Ahhol'gTHthasbeendemonstratedthat1el'kemlal5

and pTObab)) myelorlbrosIS.L6 lymphornaLl and

tJl.trOLdcancer■JarelT)OreCOrnmOn】rlPersons
､､hol､,ereexposedtohlghdosesoITad】at】on.these

lHnessesaresutEICIenLh uncommonLtlatthe)do

notcompIICateJnterPrCLat】OnOfthepresentdata

TTleT-eSultsoldctalIcdanalyscsorthepopulatlon
under dlSCllS510n demonstrated FLO erfecls or

radlat10nlhaいVouldlnLerlerelVllhthelnvesngaLIOrt

bclng reporlcd Thegeneralhen)thstatusof

persons cxposcdto一ad)at)orl､川htheexct,plLOnS

meTltlOned.1SCOmparaL))etothatoEnonextx'sed

I)erSOnS日 Z 13 andtheoveLal】morta]1tyratesoL

pcrsDnS】nLhcstud)Ipopulat10nLSS】m.LarLotllat

ofallJapan "'

DISCUS510N

Thesub】ccLSOfth)sreporい､･erepartLC叩atlng

m aheaLthsurvey A】LhouJ;hthesearch for

uTlnarytractlnlect10nSIVaSnotrOut】nelymade.

mostpersonsWlthaurlnarylnlect】ondldnot

hal･eCOmplalntsrercrablelothegenl10-uTlllary

ら)steTTI AsⅥ･lHbeshoIVnm alalerpaper,the

aged■sLnbutl0r)Of-nLecteJI)at･erttS･rLthepresent

studJlsslm】lartotheagedlSb･lbuLJOnOfpabents

Wlth urlrlary llltecLIOn deLeCLCd ,n LJllSSame

populatlOnbyascreenlrtgtestonalJFIatl.m(S.TL

ISllL.ely,therefore,thattheflndlngSOfthepresenl

14COrr.未満の令でUi1-煉FISl:海技故11線界婆の病歴 を

有する省で さえも.尿持感姓の有柄準 Li.他の群の

それと類似 していた

被qt区分EZlJL二浪鼎拙戦 を行 合った結果の解析 <.

は.蝶･L:.地 からの距tldOOn東浦 の 古にお いで は,

尿坊やが節状FA性 であった& および治蝶 を受 [1f_い

-{･培兼がFS性 にILっ/Ihの分4EIはひと しか った

薙心地 か らの荊!+ 1400rL'兼iAの 者 の分布 E;は,

治汝成功群 とiti蛇 書効群のrLZlで,示唆的 rL牽炎 がZgめ

られた 鼓峰放射曲JLの舟 も多い恵 方の治蝶 は.他

l:比べて題 か(:成功半 が高かった

この1束1.1&令の触媒 に関する報'Bが茂つ かあ

る } l日 . 放射投 を多 く費 けf=薪 には白血病 LSが多

く. そのはかに,甘t(銀推症,】▲ リノパ鹿17および

rrl状根 塩】■もおそらく南平であろうと認めb八てはい

るが, これ らの疾鵬はまれで あり.本訴査Yi科の解

釈 を複雑 にするほ どでは rjい この対象雄和 を詳細

に解析 した轄光では, ここで輔H.,･す る粥兼の陣だ l:

f_'るほどの放射線形中は比 め られてい/jい 上記の

疾病 を除 けば,披煉Bの一般的髄席状態 は非鞍煉省

の それ と期似 してお り.】 ll11 御玉躯ulの全般FT'Jrj

死亡単は El*全回の それとH似 している 柑

考 案

この報祭部の)寸教 務は､触鎌瀬兼 に多洲 してい

る古である Lil給感姓の恥Zfは.定期検査の-部 と

して行 lJわれ/=ものではfjいが.尿路蜂姓患者 には

性採石系 に起周す る症状 を訴 え/_1い令 が多い 今回

の粥査 T･拝給嫁姑 を沈 めた恵 方のiF齢分布は.別の

報告で発T<するIAT走の仝11卑人Tj こ̀ついて行 /Jった

集EZl探知検査の轄輿iEめ られr=保持感染患者の年齢

分布 と類似 している したがって, この報告の所見
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reportapproxlmatethosewhlChwtlu)dbeobtamed

lnPatJentSWhoselrLfectLOnS"eredelcctedduTLnga

surve)IoFthe gcncralp叩uLatLOn A recent

ann)Js】soHhese)ectlOnfactorsWhlChoperateLn

determlnlngIVY.lChpatlerltSareSeenH1hospltaLs､

partlCuJarlyunLVerS･tyhosp,ta)S,sholVSClearlythe

extentto ､ヽphlCh hospLta]patlerltSma) notbe

representativeOfthegeneralpopulat･on20

IntheI)resentStu(ly.I,1】1】zlng】orLg-termfoLlolV一up

data,therewasapproxLrnatel)a50% chanceof

c】earJngurLneOfLargerLumbersofbacter】awLtha

slngleshortcourseOfan t.b･oL･cs Th】sresultLS

lnCOntraSttOthegcnetaL)yprevalentv.eW that

trcatmerLtOf'uncompILCated'lnfectlOnSISSatlS

factory.2122but】seoTISIStentlV.threcentstudleS

】nclln■CPatlentSUtll】∠川gquant-tat)vebacterlO]oglC

techn)quesandLongerfoHow-up】nter､･a)ら.23

Treatmentsuccess帆,asnotrelatedtotTletypesOf

ant■h]OtLCSused(act)mbLTlat)OrLOfLeLracycLneand

strtlptOrnyCLn､､raSthepredomLnanttT.erapy),the

ageoLtT.e ､vomen,hcmoglobJn leve)S,orthe

presenceoEsymT)tons dlabetesorhyperlens10n

Only2cases､=thurlnaryObstruct"∩＼Vcrcfound

(1successfull)tTealed,1treatmentfallurt,)

Thcoutcomeoftherapyabout3monthsafter

(l■sconl】nu】ngantlblOt･ClrealrrLentOfurLnalytract

lnfectlons Was found to L)e mlS】eadLng aSan

lndlCat】OnOH ong term result lrlthepresent

studymostpatlentS､VeTefoILo､vcdmoretLlan18

monthsandJmn)formorethan3years,425%

hadpers】Stentnegat】veculturcsaftelIre.ttment

lladananal)SLSbeenConductedabout3months

aftertTleCOmp】etlOrLOftherapyll"ou)d hale

appeared that84% ofthe patlentSI.ad been

succt,ssful】yLrealed AlthougTlltLSWellknown

thatreLl'rnOEbacterLurLaOCCurSfrequentlywlthm

3 monlhsOfcompLetlOn OfthelaPy,return Of

bactelll'rLa COntlnt]eS for cons】derab)e pe】10ds

after3months

rTle PresentSerLeSOfcLISt･SISOfpart･cular

Interestbccatlseofthe)nformatlOnOnlongterrTl

fo日O､V-upofpatlentSWhodldnotrece･veant･l一･oLICS

Thedata､yereexamlnedforpatlentSWhowt,re

nevertreatedandforI)Llt】entSWLthrepeatur･ne

cl')hJresbeforetreatment.Eollo＼､pupforcomparable

は,一般人 Lj姓団の調査 で発見 される床鈍感牡/it者

のWr兄 に近 いもの と思 われる 恕者 が病院,書手に大

王-F'病院で受診 するか否かを決定 する選択要因の解析

が叔近行 rjわれているが. それは柄院心音は一般人

口姓団全体 を代T<するものでは{_rいことをIIJlちかに

示 している 20

占用観察 の資料 を利絹 した今何の銅盤 では, I

回の短期 間にわたる抗生物質治筋 による尿中の多数

の継親 を一掃 す る成功率 は約50%であった この結

果は.｢合併症の ない｣尿路感染の治蝶効果は】角足す

べ きもので あるとい う従 来の一般的 な見方 と対 rl弱的

であるが,2112 定見的細菌学的技術 /JちびL:よ r)良

期的 な独学鼎rZ]lを利rf]して臨床的に行 なった叔近の

研究の結果 とは-蚊す る 23

治蝶の成功 は,偵 帽 LT=杭生物 i'tの確婚 (主 と

してテ トラサイクリンとス トレプ トマインノのけ川 ))

女子の年齢,血色賓見.症状 の石盤.糖尿病 も しく

は芯血圧症 とはF尖1係 がなかった 尿路狭軌 まわずか

21列にままめ られただElであった (1例 は治城 成 功,

1例 は治蝶無効)

尿路感泣の抗生物質治棟 を中止 しr約 37I用後

に行 なった検査の結兜 は,也,tgI的泊軟効紫の指標 と

しては適 当で なし-ことが認 め られた この調丑では,

大抵 の仏者は1約 ､H以上の戦繁 を受 けてもY),31書

以上 にわたるもの も多かった 425%は治節線の相

乗も',光 が持続的 に険性 であった 治標 が完了 した約

3か口授の検査#占紫 を解析 したなりは, ILl者の朗%

は治が成功であったよ うに見 えるかも しれない 治

軒完了後 3かF]以内に細 L穎尿 が しば しは再発す ると

い うことは周知 の過 りであるが,3か月以後 も相 当

な,Tg日Hにわたって細 菌尿の再発 は継続す る

今l亭Ⅰの一姫の症例 は, その中に抗生物質治解 を

受 けなかった者の長期的 な別家の結果 に関する資料

があるので特 に興味深 い 治標 を 1度 も受 けなかっ

た者 および治婚前 に,尿の培養再検生 を受 けた1%に

朋1 るfl料 を検討 した ほぼ同一期 間にわたって観
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opprollnldLeLy50%o/poIJePLswJlhtJrlhOryln/ed 10俗

hodnegLlLLleurlneCulturesvJtelheT伽LJb10(JCIreaL-

mentI.･osgn帥 OTnOL Unfortunately.thesub)eels

≠･erenotT.andonb selectedFortreatment Asa

resuEL.thlSStudlSl】EfersITOm theJltflCultleSOl

)nterpretlrLgdataanal)zedrcいospccl】vely The

■n)LIalandrJnalmeanbloodpTeSSUrCSOfLLntreated

paLlenLs"perts】mL)aZtO the vaJueSln treated

ll.lllentS L)ctal1edcompallSOnhasTIOtbeenunder

Lakcrl.ho､､eve).smcellUsl､,OU)alCqulrCCarCftlL

matchlngI))ilgean(ItlmelVhcnbloodpressure
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whJChdlSLlngulShcdtteatedanduntleatedpa(1entS

butLhcdatatlsed roTllhcsc comparlSOnSMere

L)mltedlnSCOLX･

IEItlSCOrrCCHhatthelonglerm Outcomels
thesameulthorⅥ1LhouLanLLblOLICSlhenltrDllotvS

thatthosepatLenLslrIⅥhom ashortcourseof

arlLrblOtICSellmlnateSlrlfecLlOnarethesameones

"pho uLllmaLetさ uOtJld have accompllshed thts

"plthoutaJILIL)loLLCS TJMSBhoJJLdtlOItheZnLe叩reLed

asorGuLngqgOmSLthe1"aCIE亡e0/Ire"tLngurEnqry

川/ecLLOn3仙人mhbzohcs Someo†theselnfeclzons

arcse､ereandma..evenreplescnlathreatto

)ItedurlngtlleacuteShgeS ThlSlSpart■Cularl､
LJuCOrpaLlCntSWJthur]naryobsLruct■on､､rhere

comblncdsurgLCalandmedlCa)(hcrapymaybe

nt,ccssar)Lopre､′entscJJOuSJossoET･CnalfunctLOn

)naddlt】州,the】e･SvaLue ln CllmlnalmgloTlg

pcllOds ofbacterlur)a cvcn lE patlCntS ､VerC

el-entUalhptoaccompllShthlSl､,lthouLantlblOt)CS､

forexample.bacler】ur･adurLngprCgT)ARC)Imayhe

harmruHotllefetus2日 5 FLTlaHy,theefleclof

repeatedorpro】ongedcoursesofarLt】btol■CShas

notbeenthoroughl)Ievaluated

A】thoughtheoulcoTrLeOfpat】entswithor､vltholIL

allt)blOLICtreatmentlntheprescrttserleSd】dnot

dlfferFrom the resultoftreatmentolpat]erl(S

seenlnahosp■talc)JnlC,Z31tml)5tbeemphas12ed

thattherearenosaL･sfacLOrydataonthelo rlg･

term COtJrSeOlhoSPltalcllnlCPat)enLSnotglVen

treatment IIladd】t】oTl10havlrlgSyrnPtOmS.PaLIenLs

寮 を行/.,ったところ,兼it.軽の舌は枕生物栄治蝶 を

行r_つた古と同様の婿美技性雫 を示 した

尿路感娘の診断 を受けたあと18か月以上捉iaす

れLf,FIL生物1岩簾の有無lこかかわらず,患者の約

50%の床堵事接壬は鎧性 になることが明白であった_

あいにく.刈取古は任意に治蝶の/=めにj3'iiIされた

ものでは/_Jかっf= その結果,この井手EのffT-1の解

帆 _あたって.11校321葱 に作 う幽牡はまぬがれえ/_

い 未tt.･城 'LlHFのJtHJlと凝綾の l'均血11肌はifl穀 を

受け/.恕GのLhと似たよ1r_ものであっ[_ しかし,

この荊 爺を肝淋H:比椴することは,1事折IJよU.血圧

肺 をH た峠矧の糾み/.,JLわLfに捕捉を1好するので'frflわ

れrJかっfL 治蝶 を受けた令 と受けrjかっI=者とを

区別する持畝は炎見できなかったが. この比lクにfA.

TIlした宍科の拒EUは小 さく限定 されていたもので

ある

もし,抗生物貫治安 を安 Ll/=Hと受け/jLl者 と

の妓期枚蝶の結果が同様であるとい うことが正 い 1

れば.抗生物井の短期治紋によって患娘が拍生 し/I

息奇は.結局抗生物質治軒 を受(1/_1いや合でも. 千

れと同抵米を7.Tlたで･あろうとも与えられる このこ

とは,尿路卓集に対する抗生油井岩ilを否定するtA

Liとして群訳 されるべきでuない これらの感染の

あるものはJi症で,急性の段階においでは.生命の

錬成 と/_ることさえありうる これは尿路淡泰のあ

る恕朝 E:おいて柿 にそうであり.強lieのIチ機能減退

をFJJく一たdH二は外科的が法 と内科的村法を併用する

a挙 もあるかもしれない その上,I_とし,'Lt.省がfJL

生物井投与 を受けfJいで治療するとしても,長月】riFl

の細簡保 を除ilすることは価低の あることであ る

fLとぇ ば.妊娠中の細砲床は胎児l:那智rJこともあ

りうる 2-Z' 食後に.何回にもわたる長期的抗生物

文投与の完全な評rAはま7='行 r_,われていない

今riilの1重において抗生初耳泊蝶 を受けた者 と

安けfjI､省の結果は,病琵外来で治蝶 を受け/=患者

の冶架7)と弟 fJるところはr_lLlが,抗生称賛の治虎

を受[1ていfJい病院患者の長期的蛙過 につ いては.

十分rj沢料がrJいということを強訴する必事がある
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termrest)ltoftreatmentcvcnlVOrSethanLtapE)eats
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ln4),carsorasLIJdyotthelaleeEfecLSOl

lonlZlrlgradlat10nlnalargepopulaLIOn.159cases

oEurLnarytractlnfcctlOr1､､･erCdetected･rHVOmen

Alth.)tJgh theenL･re stud),populatlOn ､､,aSnot

screenedfoT･urLnary]nfectLOrl.thLLaged■strlbut)on

ofpatLCntS＼Vllh lnfect)unsMSS】mlLartothat

found】nsurveysofthegeneralpopuLatlOn

病院患&は.症状 があるとい うだ[1でな く,盛込の

妓期的持械 または治蝶 ■妙のゆえl:地方医師 か ら招

介 されて きた 斤が多い. このtIの患者の娃染は.拍

軒 に対 して強 い抵抗 を示すと思 hれる したがって.

効似の抗生物質 による治汝の轄･kLは同 L'であったと

い 7ことは.特や すべ きことである tLだ し,病院

瀦宜 では.今【,'Iの加重 にお[1与よりも呪禁期FTullが燦

かったため E:,1,vqつた古い7fl塘難が.T.たことも咋 八

･･′tL二･

Hi蝶兼効例の42%に見 られる感 的粕 の変 化 は.

治☆奏効は い fLTf最生物の残77よ りも再盛姓の場

合がき いとい う見JJAを1-桔 している ztI7

この雑ih-僻で述べr=尿持感姓は,人体 [=お(1ろ

確荘放射線 の裸形yFを決定する【l的で行 なhれてい

る艮河川卜他 の 4咋問に発 見 され/_ものである 捜々

の爆 い也か らの維杜 における尿鈍感始の分布 は顎 し

かった ま/_,泊軒 を行 なわなかった古を)を仲川')に

税察 しf=結RLにも,放射線 披唖による差はなかった

多jLの放射投 を受 けた舌 l二的材成功例 が&いよ

うに思 われる このや科 に, これ らの患者 を含め る

ことによって, かたi:I)を生 L'/Tとすれば. このか/_

よりを除去 すること (す /jわ も. これ らの症例 を除

外す ること)は.bq査対 象額全作 を見た瑚 合,治蝶

の長期的もrktを見 かけ上 J:りは さらに悪いもの に し

たであろ う この点を明確 にす る[_耳目:は,将淡の

湘丑 によって我 見 されfL:症例の解fTrが必要となろう

要 約

広範 /_人口並 Eulを対 象 と して昭̂l■放射盤の裸形

管を4年rnl:わた って31査 したところ. 1592.の女

+ I:尿抽感TAが認 め られた この角立対象人口全角

にJIしては採満場娘 についての兆Lid検査 を行 なって

いないが,感姑息肴の年齢分相 は,食人 口を対 象 と

した湘寵の鮎ktに頬似 していた



TreatrrLent≠･a5COnSldercd successfl】】tn about

84% ofcases Whlm el･a)uaELOn Was based on

foHow･叩 CLlltuTeS apprOXLmate[y 3monthsafter

theadmlnlStratl0r)OEantlblot)cs IVherteva]ualiOn

､vasbasedon 18monthsorrrLOrerOlloIV-uPafter

treatrnerLL.onlyabout50% ofpat】cntShadnegatlYe

lmne CUILIJreS These resulLs IVerC Slml1ar to

thosereportedprev10uSlylnhosFHtalcllnlCPat,entS･

Obser､alLOnS Orla SnaH group oE untreated

patler)tSSuggestthalfor､vonen.thelongterm

resultofgrarrLnegatIVeurlr"T-ytract･nfecLIOrtSIS

nots■即 1lLCanLlyaltered byaslngLcshortcoLlrSe

oEantlb10LLCtrealmCrlt

T̂｣_神 灯授与練約 3かIlの摘発結Etに恭づいて

評価 を'rTfLった叫 余. その約84%が治世成功 と考 え

られ7= 評lJを治蝶後18かn以上の増 井再検盛 r:基

づいて行 な うと.約50%のみ陰性 を里 Ll= この結

紫 は先 に病院外双において行 rjわtll=報'Eと題似 し

ている

来泊#忠Ikの少 政酢について槻tlを行 r_つ/=続

果では,女子 におけるyラム陰性西尿路感染の長期

的iZ;菜は, 1回の短XqrLnE:わf=る杭生物黙治蝶 によ

って有意 に変化 しないことを示せ していろ
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