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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　化膿性髄膜炎を合併した感染性心内膜炎の活動期に僧帽弁置換術を行い救命し得た5歳女児例を報告

した．児は2週間の発熱の後，意識レベルが低下し入院した．心エコーで僧帽弁部に疵贅と僧帽弁閉鎖

不全を認め，血液と髄液からペニシリン耐性肺炎球菌が分離された．入院8日目から僧帽弁閉鎖不全が

増悪し肺出血を生じた．CTRXとPcGの大量投与で髄膜炎治癒を確認後，入院26日目に人工弁を用いた

僧帽弁置換術を行った．僧帽弁には，前交連を中心に前尖と後尖におよぶ巨大疵贅を認め，後尖の一部

は融解していた．術後，心不全のコントロールは良好となり，術後約90日で退院した．神経学的後遺症

はなかった．感染性心内膜炎の活動期に中枢神経症状を合併した場合，外科的治療の時期決定が難しい

が，続発性の合併症を予防する意味からも積極的に早期手術を行うことは妥当であると考えられる．

　　　　　　　　　1．緒　　言

　感染性心内膜炎（IE）は，強力な化学療法や外科療

法が発達した今日でもまだ死亡率15～25％と高

く1）～4），難治性感染症の1つである．髄膜炎を合併した

IEの小児の報告例は少なく，検索した限りでは7例5）

にすぎない．今回私達は，ペニシリン耐性肺炎球菌に

よる感染性心内膜炎に化膿性髄膜炎を合併した幼児症

例を経験した．感受性のある抗生物質大量療法にもか

かわらず，僧帽弁閉鎖不全が急速に増悪し，肺うっ血

から心不全を呈したため，活動期に弁置換術を行い，

救命し得た．抗生物質の内科的治療効果判定と中枢神

経症状合併時の急性期に外科的治療を行う時期決定が

重要であると考え報告する．

　　　　　　　　　II．症　　例

　症例：5歳女児．

　主訴：発熱，意識障害．

　家族歴：同胞3名中第2子，両親兄弟健康．

　出生歴：39週正常産2，900g，発達正常．

別刷請求先：（〒640）和歌LLI県和歌山市7番丁27

　　　　　和歌山県立医科大学小児科　上硲　仁美

　既往歴：生後6カ月に尿VMA陽性で1年間経過
観察を受けたが異常なし．心雑音を指摘されたことな

し．

　現病歴：平成5年1月30日から392℃の発熱あり近

医でCPDXを投与され解熱傾向があったが，その後も

ほぼ連日38℃前後の発熱が続いた．2月7日腹痛，嘔

吐も出現し，日高総合病院小児科で，CCLと鎮咳薬を

処方された．その後も39℃の発熱が続き，2月11日，

12日に嘔吐各1回同日夜から頭痛．翌日から傾眠状態

となり，13日朝，同小児科に入院した．入院後も症状

は急速に増悪し，同日午後からせん妄が出現し，呼名

に応答しなくなった．また，心雑音が聴取され，心エ

コー・ドップラー法で僧帽弁部にvegetationを伴う僧

帽弁閉鎖不全と胸腹水，心嚢液貯留を認め，2月14日

和歌山県立医大小児科に転院した．

　入院時現症：身長101cm，体重15．5kg，体温39．8℃，

血圧110／50mmHg，呼吸数56／分，心拍数176／分，口唇

チアノーゼを認めた．意識レベルは，3－3－9度方式では

III－100であった．呼吸音は両肺野で水泡音を聴取した．

心音は心尖部に最強点を有する全収縮期雑音Levine

3／6度を聴取した．肝は触知せず，項部硬直とKernig
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表1　入院時検査所見C93．2／15）

〃／ミlr【1球　　　　　390　　10↓／μ1 Na　　　　　　　　　l391nEq／／ （三（．γr　　　　　　　　　　　　　　　　65　し「／／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
CRP　　　　　　　　工66．2m9〃

正lb　　　　　　　　　　　　　　　　9．89／d］ K　　　　　　　　　　　　3．4mE（ピ／ （｝P’r　　　　　　　　　　　　　　l8u／～ 功司尤　　　　　　　　　　　　10mln／h

Ht　　　　　　　　　　　　29．7‘〕6 Cl　　　　　　　　　　　99　mEq／ノ ChE　　　　　　　　　　299　U〃 エシドトキシン

　　　　　　　　　　　　　　　　’白血1王求数　　　　　15，］o（ドμ1 Ca　　　　　　　　　　3．81nE（．ピ／ Ll）II　　　　　　　　］、158　U／／ トキシカラー　　10．2pg／lnl

sta1⊃，　　　　　　　　　　　　　5｛jo Pi　　　　　　　　　　　　3．3mEq／／ CPK　　　　　　　　　　　396　U／／ ESホウ　　　　　　・、LOp9／m1

seg．　　　　　72％ BUN　　　　　　　　　l2m9！dl IgG　　　　　　　　　　　863　m9／dl 扮憐夜　　‡禽釘ε一ぐ〕垂鍔｛，じ1ミ］笥（寸）

e｛・）S．　　　　　　　　　　　　　　　　　O　uも cr　　　　　　　　　　　o．61n9，ノdl IgNI　　　　　　　　　　　　47　m9／dl Poly．　　　　　　　　17：．i，／μ1

　　　　　　　　　　　　　　一bas，　　　　　　　　　　　　o｛｝6 UA　　　　　　　　　　　　6．［lIn9／dl InOllo．　　　　　　　120／μ1

InOn．　　　　　　　　　　　79b
1～翁コ　L／　　　　　　　　　　　　　1251119／dI　　　　　　　　　　　　　　　　　一 IgE　　　　　　　　　　　7（l　U／ml

♀6蛋「L｜　　　　　　　　　　　　　　5．l　g／dl DNA　　　　　　　　＜8（ピr N－A　　　　　　　　　I＋

血小板　　　82×川ワμ1 ∫ylb　　　　　　　　　　　　　　　59．8　96 ASO　　　　　　　　　　　931　T 蛋白　　　　　　　811n9／dl

PT　　　　　　　　　13．7有り（73（o） α1　　　　　　　　　　　　　7．3？6 ASK　　　　　　　　64｛｝T 糖　　　　　　　　　　　　10m9／dl

エ～1ジ1＞1’　　　　　　　　　39．7‡少 α2　　　　　　　　　　　　7．396 Cll5り　　　　　　　　　　　30．7T 検尿　　　　　　　異常なし

〔ib　　　　　　　　　　　　32｛うmg　dl β　　　　　　　　　　　　8．5％ C3　　　　　　　　　　48．8m9／dl

FDP　　　　　　　　　　7，7μ9／lnl γ　　　　　　　　　　　　　17．29b C1　　　　　　　　　　23．81n9／dl

、A’rlII　　　　　　　　　　　　　　　　67

‘
1

徴候を認めたが，他の神経学的異常は認めなかった．

　人院時検査所見（表］）：Hb　9．8g／dl，　Ht　29．7％と

軽度貧血を呈し，白血球数15，］00と増多し，CRPl66．2

mg〃と強い炎症反応を認めたが，赤沈10mm／hr，血小

板数8．2×IO4／pt　1，　FI）P　7．7μg／lnlからDICと診断し
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　　　　　図1　胸部X線写真の経過
入院前日は，肺血管陰影が軽度増強している．人院日

は，肺門部1［1心に浸ll判影とairbronch｛｝91’alllを認め，

前日に比し肺うっ血が進行している．入院］］［に肺出

」rlLが増悪し，人ピ換気を開始した．術後肺炎をおこし

たが，術後56口肺野は正常化している．
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　　　　図2　カラードップラー心エコー

下図矢印は著明な僧帽弁閉鎖不全を示す．A〔〕大動

脈，LA；左房，　LV；左室．
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た．LDHは1，158U／／と高値であった．髄液検査では，

髄液は白濁し，髄液糖は，10mg／d1以下と著減，細胞

数は，Poly　l73／μ1，　Mono　l20／μ1と増多し，連鎖球

菌多数を認めた．入院9日目に入院時の血液と髄液か

らS．pneumOniaeが培養同定された．感受性等は両者

一致し，同一菌と考えられた．入院時の胸部X線検査

では，両肺門部中心に浸潤影とair－bronchogran）を認

め，肺血管陰影が入院前日よりさらに増強していた（図

1）．断層心エコー法で左房の拡大と左房側に突出した

僧帽弁前尖に長径1．7Cinの大きな疵贅を認めた（図

2）．また入院時，頭部CT及びMRIでは異常領域は

認めなかった．

　入院後の経過（図3）：以上の検査成績と臨床経過か

ら僧帽弁部を中心とする細菌性心内膜炎に化膿性髄膜

炎を合併したものと診断した．入院直後からABPC，

LMOX，デキサメサゾン，グリセオール，γ一グロブリ

ンの静注療法を行った．第8病日から僧帽弁閉鎖不全

が増悪し（図2），肺出血を生じたためドブタミンの静

注を開始したが改善せず，入院11［目から人工換気療

法も開始した．イソプロテレノール，フェントラミン

の静注も併用した．髄液所見と意識障害が改善されな

Fr本小児循環器学会雑誌　第13巻　第4号

いため，ABPCとLMOXはディスク法で何れも感受

性を示していたが（表2），第12病［にPcG大量療法と

CTRX併用に変更した．その後，意識障害は徐々に改

善した．入院18日目に全身に紅色の小発疹が多数生じ，

抗生剤による薬疹が疑われた．CTRXを中止し，ディ

スク法で感受性の認められていたPcGの大量療法の

みに変更した．入院24日閂に髄液は正常化した．化膿

性髄膜炎は治療できたが，利尿剤，強心剤などによる

内科的治療では，うっ血性心不全は改善されなかった．

感染性心内膜炎も内科的治療では改善が期待できない

と判断し，救命のため，入院26日口に当院胸部外科で

人工弁（＃19，Carbomedics，　bileaflet　Ac）valve）を

用いて緊急僧帽弁置換術を行った．術後，心不全は改

善した．入院34口目に発熱しCVPカテーテル先端か

らMRSAが検出された．　MRSA感染も否定できない

ためVCMを投与し解熱した．また，術後，一一過性に

壬術の影響と考えられる左横隔膜神経麻痺を認めた．

術後約90日で退院した．現在，軽度脳萎縮を残してい

るが運動，知能は正常である．

　僧帽弁（図4）は，前交連を中心に前尖と後尖にわ

たり中央部にまで及ぶ大きな疵贅を認めた．後尖の前

A．Y．5歳女児　細菌性心内膜炎・髄膜炎　臨床経過
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　　　　　　図3　臨床経過

DOB；ドブタミン，　ISP；イソプロテレノール

⊂［三≡蔓三＝
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表2　細菌培養・感受性検査（’93．2／14）

　　培養検査
（髄液・血液共通） Spneumonla の感受性検査

髄液 S．PIleumOIlia（3＋） PcG S MINO 1

血液 SPneumOnia（＋） ABPC S CCL R
咽頭 SVIrldans（＋） CVA／AMP S AZT R
便 EIlterococcus（3斗） GM 1 CMD S

尿 （一） EM S CAZ S

IPM S CMX S

OFLX S CXM S

CMZ S CTM S

CEZ S LMOX S

CTX S NTL R

CTRX S FOM S

S，sensltive，1，intermediate，　R，reslstant

1／3は融解し，炎症は一部弁輪に及んでいた．同部は，

鋭匙で掻爬し，電気メスで焼灼した．摘出弁のHE染

色とグロコット染色（図5）では，好中球，マクロファー

ジ等の炎症細胞浸潤と球菌を主とする多数のbacte－

rial　coloniesの残存が認められた．

　本症例から分離されたS．pneumoniaeに対する最

小発育阻止濃度（MIC）を後に測定した（表3）．

　　　　　　　　　III．考　　案

　IEの原因菌に関して，従来代表的起因菌とされた緑

連菌に代わって，黄色ブドウ球菌が優位となり，さら

に真菌，グラム陰性菌，多剤耐性菌（MRSA）による

　　　　　　図4　摘出した僧帽弁
前交連を中心に前尖と後尖にわたり中央部にまで及ぶ

大きなvegetation（矢印）を認める．後尖の前1／3は融

解し，炎症は一部弁輪にまで及んでいる．

ものが増加してきている6｝’8）．本症例に認められた肺

炎球菌によるIEの頻度は，成人において0．9～8％と

報告9）1°）されている．肺炎球菌によるIEでは髄膜炎の

合併が多く，その頻度は70～90％である1°）“－13）．一方，

小児において本例のような肺炎球菌によるIEに髄膜

炎を合併した例の報告は7例5｝と少ない．また，肺炎球

　　　　図5　僧帽弁の組織1象　グロコット染色（左）とIIE染色（右）

好中球，マクロファージ等の炎症細胞浸潤を含み，グロコット染色では，球菌から成

る細菌集落が多数認められる．
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表3　使用薬剤の血中・髄液中濃度と分離S．pneumoniaeに対する最少発育

　阻止濃度（MIC）

投与量／k9／日 採血時間
　（hr）

血中濃度
（μ9／m］）

髄液中濃度
（μ9／ln1）

MIC
（μ9／nユ1）

PcG 100万単位 投与後5 26．3 0．39 3．13

（60万持続一10万×4）

ABPC 400m9分4 投与後2 ］6．7 3．09 1．56

CTRX 100m9分2 〃　　2 241 7．56 o．2

LMOX 150mg分4 〃　　3 3．72 ］．59 25

濃度測定法は，PcG：Bioassay（Paper　Disc法）

　　　　　　ABPC：Bioassav　CTRX．　LMOX：HPLC法
MIC測定法は，1ヨ本化学療法学会標準法（寒天平板希釈法）

菌によるIEでは基礎疾患を有するものが約50％と少

なく4），ブドウ球菌に似て急性の経過をとり，急性心不

全や房室ブロックを伴う弁破壊や心筋や弁輪の膿瘍を

生じやすく，重症の経過をとると報告されている12）／4）．

　IEの病巣内の菌を殺菌するには高濃度の11fLL中抗生

剤レベル（MICの5～10倍）を維持する必要があり15），

抗生剤の長期大量療法が原則である．本症例では髄膜

炎を合併したため菌の種類，感受性が判明する前から，

ABPC，　LMOXの大量療法を行った．しかし，髄液所

見が改善せず，肺出血が悪化した時点でPcGの大量と

CTRXに変更した．本症例で分離された肺炎球菌に対

するPcGのMICは，3．13μg／mlでペニシリン耐性で

あったが，投与後5時間で血中濃度が26．3μg／m1と

MICの8倍以上のレベルを維持できており（表3），ま

た，CTRXのMICは0．2μg／mlでありIEには有効と

考えられた．しかし，弁の組織所見では，菌はまだ残

存しており，高い血中濃度を維持してもなお組織の殺

菌には不十分と考えられた．この原因として，IEに対

する抗生剤の使用期間としては3週間は短いこと，お

よび細菌性心内膜炎のvegetationでは細菌biofilm

が形成され，抗生剤に対し抵抗性があるためと考えら

れた16〕17）．

　感染性心内膜炎の外科治療の適応は，進行性の心不

全，弁が穿孔した場合，難治性の敗血症，重篤な塞栓

症の併発，伝導路障害の悪化，細菌性動脈菌が生じた

場合，人工弁心内膜炎の場合，起因菌が真菌やブドウ

球菌の場合などがあげられる⊥）．

　手術時期に関しては，炎症所見が軽減した非活動期

に手術を行うのが理想的である．弁破壊などによる急

激な心不全の悪化の場合は緊急手術が必要となる．IE

は，感染性塞栓に伴う脳梗塞，脳膿瘍，髄膜炎や真菌

性動脈瘤破裂による脳出血などの中枢神経症状を

10～40％に合併する18）～2’｝．Gillinovらは，成人のIEに

脳血管障害を合併した時は心臓手術を2～3週間遅ら

せること，神経症状が安定してから行うことを推奨し

ているが，髄膜炎に関しては，手術を遅らせた方が有

益であるという証拠がないと述べている18）．中枢神経

症状合併例では合併しない例より死亡率が1．6～3．2倍

高くなり，頭蓋内出血や髄膜炎合併例では，死亡率が

80～90％とも言われる’Cj）．このように中枢神経合併症

が重要な予後決定因子となっている．

　本症例においてIE活動期に弁置換術を行った理由

としては，第1に，弁破壊の為，僧帽弁閉鎖不全によ

る心不全が進行し内科的治療ではコントロールできな

かったこと，第2に，心臓内疵贅が抗生剤にて充分コ

ントロールできない事は，新たな頭蓋内感染の原因と

なりうることが考えられたからである．この様な理由

で，本例では，IEに髄膜炎を合併しており，開心手術

が神経症状や脳浮腫を増悪させる危険性があるが22），

髄膜炎が鎮静化した後，活動期にあえて手術を施行し，

良好な結果を得ることができた．しかし，本例のよう

に弁には菌が残存している活動期でも髄膜炎がより早

く治療できる可能性も高く，また，髄膜炎の治癒が確

認できていなくても神経症状が安定すれば，感染性塞

栓など続発性の合併症を防ぐ意味からも積極的に早期

手術を行うことは妥当であると考えられる．

　尚，幼児期のIEに対する僧帽弁置換術においては，

成人サイズの人工弁を用いることは困難である．本例

にも＃19サイズを用いたが，将来，狭窄となるので，厳

重な経過観察とともに再手術の時期を逃さないことが

大切である．
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Surgical　Treatlnent　with　Mitral　Valve　Replacement　During　Active

　　　　　Infective　Endocarditis　with　Bacterial　Meningitis　due　to

　　　　　　　　　　　　　　Pel／iCillir］－reSistant　S．♪17．E～〃nθ　’n　iae

Hitomi　Kamisakol），　Shigeru　Uemura1），　Mie　Kasamatsul）、　Kenji　I－lirayaniai），

　　　　　　　　Hiroyuki　Suzuki】），　Michio　Koike1）、　Takehiko　Nishioka2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Yasuaki　Naitho2）

　　　　　　　　　　Department（っf　Pediatl’ics置），　Cardio　Thoracic　Stlrgery2），

　　　　　　　　　　　　　～Vakayama　Ptlleclical　College、　XVakayama，　Japan

　　　Afive　year－old　girl　was　admitted　with　the　diagnosis　with　both　bacterial　endocarditis　and

menillgitis　due　to　S．〃26〃η？θ㌘αεwas　cured　by　emergency　valve　replacement　and　antibiotics

therapy．　Before　admission，　she　had　been　fever　for　14　days　and　her　consciousness　worsened．

Echocardiography　showed　a　vegetation　on　the　nユitral　valve　and　color－flow　Doppler　sonography

showed　Inoderate　lnitral｛nsufficiency．　Penicillin－resistant　S．／）neztn’zθniae　was　isolated　from　blo（）d

and　cerebrospinal　fluid．　On　the　8th　hospital　day，　pulnユonary　henユorrhage　was　observed　suddenly

due　to　progressing　mitral　insし1fficiency．　On　the　26th　hospital　day，　elnergency　valve　replacelnent

was　perforIned，　after　the　mellillgitis　was　cured　with　ceftr｛axone　and　high　dose　of　penicillin　G．　A

destroyed　mital　valve　was　observed　at　the　time　of　operation．　After　the　operatiorl，　her　heart

failure　improved　rapidly．　She　was　discharged　on　the　90th　day　after　the　operation．　Noneurological

sequela　was　observed．　It　is　difficult　to　decide　the　tilne　of　operation　in　the　case　of　severe

endocarditis　complicated　with　lleurological　il〕fection．　Our　experience　su99ests　that　early　surgical

intervention　is　needed　in　the　treatlnent　of　severe　エnitral　insufficiency　even　if　the　patient　has

active　infective　endocarditis　to　prevent　following　colnplications．
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