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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Candida　paraPsilosis　（C．　Pαra7）silosis？による深在性真菌症に対して，　itraconazole（ITZ）の投与が有

効であった閉塞性肥大型心筋症の9歳男児例を報告した．患児は当初発熱と腹痛を呈し，Streptocθcczts

mitisによる感染性心内膜炎と診断された．僧帽弁に疵贅を認め，上腸問膜動脈瘤と脳動脈瘤を合併し

た．抗生剤の投与により疵贅は縮小し，感染性心内膜炎は軽快したが，その約2カ月後にC．　Parmpsi／osis

による真菌血症を呈した．ITZの投与により真菌血症は軽快した．　ITZは約10カ月間投与して中止した．

中止後1年経過したが再発はなかった．C．　Pa　raPsilos　isによる深在性真菌症に対して，　I　TZは有効と考

えられた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　皮膚常在菌であるCadida　ParαPsi／osis（C．　Parmp－

silosis？による深在性真菌症は非常にまれで1）～」「），小児

例の報告は極めて少ない3）．感染の機会は，麻薬注射の

常習などによるものが多かったが1），最近では心臓手

術後2）5）や骨髄移植後4）の症例が報告されている．

　今回我々は，Streptococc’2tsγη撚による感染性心内

膜炎の治療後に，C．　Pa　r（ipsilosisによる真菌血症を呈

した閉塞性肥大型心筋症に対して，itraconazo］e

（ITZ）が有効であった1例を経験したので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：9歳0カ月，男児．

　主訴：腹痛と発熱．

　家族歴：母は32歳で突然死したが，詳細は不明であ

る．父は健康で，同胞はいない．

　既往歴：特記すべきことなく，抜歯の既往もない．

　現病歴：1カ月健診で心雑音を指摘され当科を受診

した．次第に心室中隔の肥厚を認めるようになり，肥

大型心筋症と診断された．1歳5カ月時の心臓カテー

テル検査では左室流出路狭窄を認めなかったが（表

1），その後心室中隔の肥厚に伴い左室流出路狭窄を呈

してきた．平成6年4月2日頃から腹痛や37℃台の発

表1　心臓カテーテル検査

別刷請求先：（〒990－23）山形市飯田西2－2　2

　　　　　山形大学医学部小児科　　　中里　　満

安静時 プロタノール負荷

心拍数（回／分） 109 120

心内圧（平均）

（mmHg）

右房 （2）

右室 29／EDP5 26／EDP5

肺動脈模入 （9）

左室 85／EDPI5 93／EDP8

大動脈 81／49 83／5〔〕

EDP：拡張末期圧
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熱を認め，山形県立中央病院小児科を受診した．腹部

エコー図と腹部CT像で腹部に動脈瘤を認めたため精

査目的で，4月19日当科に紹介され人院した．

　現症：身長120cm，体重19kg．体温は37．6℃で血圧

は115／50mmHg，脈拍は80／分で整であった．体幹に点

状出血斑を認めた．呼吸音は清で，第3肋間胸骨左縁

に3／6度の収縮期駆出性雑音と拡張期ランブルを聴取

した．腹部は’γ担で腫瘤や肝臓，脾臓は触知しなかっ

た．

　入院時検査成績：血液生化学検査では貧血と好中球

の増加，CRPの陽性を認め，血沈は元進していた．検

尿では潜血を認めた．血液培養でStrePtθcocclts　mitis

が検出された（表2）．

　心エコー図では，僧帽弁前尖に疵贅を認め（図1），

軽度の僧帽弁逆流を呈した．連続波ドプラ心エコー図

上左室大動脈収縮期圧較差は36mmHgであった．

表2　入院時検査成績

血液

　RBC　　　3．76×］｛）cコ／μl

　Hb　　　　　　　　　9，2g／dl

　Ht　　　　　27．4％

　Plt　　　　22．1×IO4／μl

　WBC　　　U．9×10a／μ1

　Neut　　　　82．1％

　Lymph　　　　14．5％

　Morio　　　　　 3．29e

　Baso　　　　　〔〕．2％

生化学

　TP　　　　　　　7．lg／dl

　GOT　　　　　　　］81U／／

　GPT
　LDH
　T．BiI

　BUN
　Cre

　Fe

　UIBC

　CRP
　ESR
検尿

　潜血

ril液培養

　91u〃

4］41U〃

〔｝．7m9／dl

　gIn9／dl

O．4rng／d1

29μ9／dl

153μg／dI

l．4m9／dI

3／mln／1hr

2⊥

StreptocoCcuS　mitis

ロノ］＼循誌　　13　（3），1997

　血管造影で，ヒ腸間膜動脈と左右中大脳動脈の末梢

に動脈瘤を認め，感染性心内膜炎に伴う感染性動脈瘤

と考えられた．

　経過：上腸問膜動脈瘤は大きく，出血の危険も高い

と考え入院当口に外科的に切除した．動脈瘤は2個認

め，大きさはそれぞれ2．0×1．8Cln，3．5×4．OCInであっ

た．脳動脈瘤は小さく症状もないことから経過を見る

ことにした．入院後からAmpicillin（ABPc）4g／日と

Gelltamicin（GM）80ing／日を静脈内投与したが，血

液培養で検出されたS／吻1θωα聡〃zitisがben－

zylpenicillin（PCG）に1惑受性を示すことが判明したの

で，4月28日からABPCとGMは中止し，　PCG　80（1万

単位／日を静脈内投与した．5月2日の血液培養では菌

は陰性化した．

　5月11日頭痛と嘔吐が出現し，意識低下を伴い全身

性のけいれんを認めた．頭部CTでは左側頭部から頭

頂部にかけて頭蓋内出血を認め，左中大脳動脈末梢の

動脈瘤の破裂が出血の原因と考えられ，当院脳神経外

科で動脈瘤に対してカテーテル塞栓術を施行した．施

行後は出血巣の拡大はなく症状も改善した．6月15口

に右中大脳動脈末梢の動脈瘤に対して，症状はなかっ

たが再びカテーテル塞栓術を施行した．

　PCG　800万単位／日は7月4口まで静脈内投与した．

この他5月11日から5月17日までcefotaxime　2g／日

を静脈内投与し，5月18日から6月8口までflOll／oxef

2g／日を，6月9日から6月20口までcefotiam　2g／日

を，6月21日から7月4口までcefazolin　2g／日をそれ

ぞれ静脈内投与した．5月27日の」血液培養でC．PazaP－

si／θsisが検出されたが，翌日の血液培養では陰性で

、
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図1　初回入院時断層心エコー図．僧帽弁前尖の疵贅

　（↑）と軽度の僧帽弁逆流を認めた．

　LV：左室，　LA：左房，　AO：大動脈
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図2　再入院時断層心エコー図．僧帽弁前尖の疵贅

　（↑）は縮小し，新たな疵贅は認めなかった．

　LV：左室，　LA：左房，　AO：大動脈
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　　　　　　　　　　　　　　　図3　臨床経過
　FCZ：fluconazole，　ITZ：itraconazole、　C♪ara：Cai2　dida／）cvu♪silosis

8 　　9
年月

あった．炎症所見も改善し神経症状もないことから7

月18日に退院した．退院時の心エコー図では，僧帽弁

前尖の疵贅は縮小していた．

　9月初旬から38℃台の発熱を呈したため再度入院し

た．断層心エコー図では，僧帽弁前尖の疵贅は前回退

院時より縮小し，新たな疵贅も認めなかった（図2）．

血液培養と骨髄培養でC．Parmpsilosisが検出されたた

め本真菌による真菌血症と診断し，fluconazole（FCZ）

150mg／日を静脈内投与した．本症例から分離された

CParaPsilosisに対する各種抗真菌剤のMICは（表

3），ITZが最も低値を示したためFCZからITZに変

更した．ITZの経口投与は100mg×1回／日から開始し

100mg×2回／日に増量した（図3）．100mg×2回／日の

投与下では，服用直前および服用1時間後の血中濃度

はそれぞれ0．487μg／ml，1．074μg／mlでいずれもMIC

より高値であった．血液培養が陰性化し炎症所見も改

善したので，抗真菌剤投与開始後95日目に退院した．

ITZを100mg×1回／日の隔日投与にし経過を見ていた

ところ，38℃台の発熱を呈した．CRPは陰1生であった

が血液培養でC．　Parmpszilosisが陽性となったためITZ

を100mg×2回／日に増量した．増量時の血液培養では

すでに陰1生であったが，ITZは減量しなかった．その

後の血液培養は陰1生で，投与開始後約10カ月でITZを

中止した．中止後16カ月を過ぎた現在も再発を認めて

いない．

表3　Candida♪αM♪s～10∫丞に対する各種抗真菌剤の

　MIC

薬　　剤 MIC（μ9／lnl）

itraCOnazOle 0．13

amphoterichl　B 0．25

lniconazole 1

HUConazole ］

Hucytosine 0．5

　　　　　　　　　　考　　察

　C．♪α抱ヵ∫仇蕊による深在性真菌症は，以前は麻薬

注射の常習などによるものが多かったがu，最近では

心臓手術後2）5）や骨髄移植後4）の症例が報告されるよう

になってきた．C．μ励s1～o蕊は皮膚常在菌でその主

な感染経路は，中心静脈カテーテルと考えられてい

る1）．自験例では中心静脈カテーテルは挿入されてい

なかったが，脳動脈瘤の診断や頭蓋内出血に対する処

置として，脳血管造影やカテーテル塞栓術が繰り返し

行われたことや，種々の抗生剤が長期間に渡って投与

されたことが，C．　Pa　xaPsilos　isの感染を招いたと考え

られた．

　真菌性心内膜炎は，一般に外科手術の適応と考えら

れており6｝，C．　ParaPsilosisによる感染性心内膜炎に対

する内科治療成績も極めて不良である1）．しかし，近年

amphotericin　B（AMPH）の単独投与や2），　AMPHと
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flucytosille（5－FC）あるいはFCZの併用3）～‘），　FCZの

単独投与や，FCZと5－FCの併用が有効との報告があ

る7）．自験例では，C．　Pa2’（zPsilosis検出後心エコー図上

新たな疵贅を認めず，真菌性心内膜炎とは診断できな

いことから，我々は内科的治療を優先した．

　自験例から分離されたC．／）ai－’aPsilθsisに対する

MICは，　ITZが最も低い値を示したが，従来の報告も

同様である8）““1°）．

　小児におけるITZの投与量は，10mg／kg／日が適当

と報告されているがu），自験例でも同様の投与量で十

分な血中濃度が得られた．また副作用については，胃

腸障害や下痢，頭痛，低カリウム血症，肝障害などが

報告されているが11＞］2），自験例では長期にわたる投与

にもかかわらず，これらの副作用は全く認められな

かった．

　真菌性心内膜炎は，長期にわたる治療にもかかわら

ず再発した例も報告されているが13）一’”6｝，その治療期間

については明確な指針はない1η．自験例では血液培養

の結果を参考にITZの投与を行った．菌の陰性化後

ITZを減量し，隔口投与にしたところ，再び陽性と

なった．このため投与量を元の治療量に戻し，血液培

養陰1生が確認された後，引き続き6カ月間治療を続け

た．治療中止後約16カ月経過しているが，再発は認め

ていない．自験例では実施しなかったが，血清学的

Ca　n　dida抗原検査から抗真菌剤の投与を判断しよう

との報告もあるがIB），今後の課題と考えられる．

　自験例では現在までのところ再発は認めていない

が，治療後7年の再発例も報告されており’6），今後も再

発に注意して経過を見る必要があると考えられた．
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　　　　　　　　　　　　Itraconazole　in　a　Patient　with　Obstructive

　　　　　　　　　　　　　　　　　Hypertrophic　Cardiomyopathy

Mitsuru　Nakasato，　Tomoharu　Akiba＊，　Hiroshi　Suzuki，　Satoshi　Sato，

　　　Atsuko　Ishikawa，　Kiyoshi　Hayasaka　and　Junichi　Fujiyama＊＊

　　Department　of　Pediatrics、　Yamagata　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　＊Department　of　Pediatrics，　Nagai　Municipal　Hospita1

　　＊＊Department　of　Pediatrics，　Yamagata　Prefectural　Central　Hospita1

　　　We　described　the　successful　medical　treatment　of　Candida　pa吻silosis　fungemia　with

itraconazole　in　a　9－year－old　boy　with　obstructive　hypertrophic　cardiomyopathy．　He　was　admitted

to　the　hospital　because　of　fever　and　abdominal　pain．　He　was　diagnosed　as　having　infective

endocarditis，　because　Streplococczas　milis　was　isolated　from　blood　cultures　and　a　vegetation　was

found　on　the　anterior　rnitral　valve　leaflet　by　2－dimensional　echocardiography．　He　was　compli－

cated　by　aneurysms　on　the　superior　mesenteric　artery　and　middle　cerebral　artery．　Two　months

after　completing　antibiotics　therapy，　he　had　fever，　and　Candidaヵαrapsz］losis　fungemia　was

diagnosed．　No　additional　vegetation　was　detected．　Intraconazole　was　administered　orally，　and

Candida　parapsilosis　fungemia　subsided．　Antifungal　treatment　was　continued　for　about　10　months

and　sequential　blood　cultures　were　negative　durng　16　months　follow　up．
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