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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　7歳の女児，A群溶連菌によると考えられる肺炎に伴った化膿性心膜炎の1治験例と，最近25年間に

本邦において発表された小児の化膿性心膜炎を検討し，報告した．

　我々の症例は，臨床症状，心エコー図，心電図など典型的心膜炎・心タソポナーデの所見を示した．

治療は緊急の心膜切開術と持続洗浄ドレナージおよび抗生剤静注を行った．発症1年後の現在，収縮性

心膜炎はみられず健康である．

　最近25年間に本邦で発表された，明らかな小児の化膿性心膜炎は，筆老らの知るところ本例も含め13

例である．これらを検討して以下の結論を得た．1）原因菌は，近年の本邦においても黄色ブドウ球菌が

61％と最も多かった．インフルエソザ菌の報告は皆無であった．2）肺炎，膿胸などの関連疾患は1例を

除く12例にみられた．3）心膜切開術などの外科的アプローチのなされた例は少なく，専ら心膜穿刺と抗

生剤に頼る治療法が大部分であった．4）早期の収縮性心膜炎は13例中2例に認められた．5）死亡率は

23％であった．

　　　　　　　　　　はじめに

　小児の化膿性心膜炎は稀な感染症で，抗生剤の導入

されて以後の現代では，特に少なくなった細菌感染症

の一つである．

　この疾患には2つの危機的状態がある．1つは急性

期における心タンポナーデで，迅速な診断治療手技を

とらないと致死的である．また第2は急性期を経過し

た後にみられる，収縮性心膜炎である．近年後者につ

いては，急性期における治療方法とも少なからず関係

があると考えられており，心タンポナーデを起こして

いない例であっても，十分に排膿しておくことが重要
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であると報告されている．

　ここでは，筆者らの7歳女児の症例を紹介すると共

に，本邦の最近25年間の報告例をまとめ，小児の化膿

性心膜炎の動向を述べることとする．

　症例：7歳，女児．

　既往歴，家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴二昭和58年8月10日朝，突然にロ区吐，発熱，

数秒間の痙李及び意識障害が出現し，同日昼頃東京都

立墨東病院小児科に入院となった．10日以前には，発

熱や感冒様症状などの異常症状には，全く気付かれて

いなかった．

　入院時現症：身長132cm，体重27kgで体格中等度，

栄養状態は普通．体温40℃，呼吸数56回／分，心拍数132

回／分と発熱，多呼吸，頻脈を示し，血圧は104／44

mmHgであった．顔色は不良で，咽頭発赤はなく，病
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的リンパ節は触知しなかった．意識レベルは昏迷で，

項部強直はなく，膝蓋腱反射の充進とバピンスキー反

射陽性を認めた．

　胸部理学所見で，ラ音や心雑音は聴取されなかった．

また肝脾腫も認められなかった．

　診断経過：以上の入院時の身体所見に加え，入院時

の主な検査成績は，髄液が外観水様透明で細胞数3／3，

蛋白35mg／dl，糖92mg／dl，脳波は突発性の異常波はな

く，徐波化が認められた．CTでは脳室がやや狭少で

あった．また，白血球数は9600／mm3，赤血球数447万／

Mm3，　Hb　l2．5g／dl，血沈3mm（1時間値），　CRP　3＋

であった．以上より急性脳症が疑われ脳症に対する治

療が開始されたが，全身状態は改善されなかった．

　第3病日に，血圧は86／50～60mmHgと，低血圧で脈

圧の狭小化が明らかとなった．この時，distant　cardiac

sounds及び奇脈の所見を得た．同病日の胸部レソトゲ

ン写真（図1上段）は，心胸郭比076と著明な心拡大

を示した．また心電図（図2A）は，全肢誘導での低

電位差とaVL，　VI以外の全誘導でST上昇が著明で

あった．同病日の断層心エコー図では，多量の心膜液

貯留と心室全体の振り子様運動が見られた．Mモード

で記録したものを図3上段に示した．また心内構造に

異常のないことも確認した．

　以上より急性心膜炎による心タンポナーデ状態と診

断し，心膜穿刺を行ったところ心膜液は，血性膿性液

で，遠心により白黄色の膿性液を分離した．採取した

心膜液の一部をHE染色で塗沫鏡検したところ，多数

の好中球とグラム陽性の連鎖球菌様の細菌を確認した

（図4）．また穿刺排膿（約40ml）後，心膜摩擦音が明

らかに聴取されるようになった．しかしながら既に

CTM　75mg／kg／日の抗生剤が第1病日（入院時）より

使用されていたためか，塗沫陽性にも関わらず菌種の

分離培養はできなかった．

　血液生化学検査を表1に示した．第1病日において

は，血沈充進は認めなかったものの，白血球数増多，

核左方移動の傾向がみられた．GOT，　GPT，　LDH，

CPKなどの逸脱酵素も一時的に上昇したが，第3病日

に施行した心膜切開排膿後には，徐々に正常化した．

図1　胸部レントゲン写真の推移．（上段）第3病日，

　著明な心拡大を認める．（中段）第5病日，手術後2

　日心拡大は軽減し，右下肺野に網状索状影が明らか

　となった．（下段）第21病日，心拡大もなく，肺野の

　異常陰影も改善している。
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図2　心電図の変化．（A）第3病日術前の心電図は，肢誘導の低電位差とaVL，　Vi以

　外の誘導でST上昇が認められる．（B）第34病日，低電位差やST上昇の所見は改

　善し，III，　aVFでT波の逆転がみられる．

なお心膜液（第3病日），尿（第16病日），血清（第21

病日）のcountercurrent　immunoelectrophoresisを依

頼したところ，ブドウ球菌，イソフルエンザ菌は否定

的であった．一方発病後約4週より行ったASO，　ASK

は両者共に4管以上の変動を示した，これらの検査所

見と先の塗沫検査の結果から，A郡溶連菌感染による

化膿性心膜炎と診断した．また第5病日の胸部レント

ゲン写真（図1中段）で，右下肺野に網状索状影が明

らかとなり，同背部での呼吸音の減弱の所見から，気

管支肺炎が関連疾患として存在していたことが判明し

た．

　治療経過：第3病日において，心膜穿刺後直ちに胸

骨下よりのアプローチで，心膜切開術を行い，約350ml

を排膿した．その後も心膜腔より持続洗浄ドレナージ

を16日間行った．抗生剤はCTX，　CEZを各150mg／kg／

日を静注で4週間続けた．術後の経過は順調で，手術

翌日には意識障害も回復し，第9病日には平熱化した．

心胸郭比は第5病日に0．60，第21病日に0．55（図1下

段）と心拡大は改善した．第29病日のMモード心エコー

図でpericardiumの肥厚1を残すものの心室後壁の運

動性はよくほぼ改善していた（図3下段）．なおper・

icardの肥厚所見は，発症1年後には認めなくなった．

心電図所見は，第6病日にはST上昇もII，　V6のみと

なり，TIIIの逆転，　TaVFの平坦化およびその他の誘導

におけるT波の減高がはじまり，第34病日（図2B）

には，低電位差やST上昇の所見は消失し，T波の逆転

もIII，　aVFにのみとなった．

　発病から1年後の現在，患児は収縮性心膜炎の所見

もなく，健康である．

　　　　　　　　　　考　　案

　心膜炎は小児においても決して少なくない1｝が，化

膿性心膜炎は稀で，本邦においては同一施設から多数

例を検討した報告はなく，症例報告も我々の知るとこ

ろ，最近25年間（1960年から1984年）に本症例を含め

て10数例を数えるのみであった．この内記載の明らか

な13例2）”－11）を表2にまとめた．
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図3　Mモード心エコー図．（上段）著明な心膜液の貯

　留と心室全体の振り子様運動を示している．（下段）

　心膜液は消失したが，pericardiumはやや肥厚して

　みえる．

ARVW‘右室前壁，　RV．右室，　IVS心室中隔，

　LV　左室，　LVPW　左室後壁EP　Epicardium，

　PER　Pericardium，　PER　EFF　心膜液

　本症例は，発症までに異常症状・所見を示さず第1

病日に，急性脳症を初発症状とした点特異な発症経過

を呈した化膿性心膜炎例と考えられる．文献上このよ

うな化膿性心膜炎例は見いだせなかったが，脳症と心

膜炎の合併はインフルエンザウイルスによる例の報告

がある12）．本症例の急性脳症の原因が何であるか明確

にはできなかったが，少なくとも入院時点における理

学所見は低心拍症候群のような心源性は示しておら

ず，むしろA群溶連菌性肺炎は時に中毒症状を伴って，

急激な発症経過を示すことがあることより，本例でも

55－（55）

を鷲

図4　心膜液の塗沫鏡検（HE染色）．多数の好中球と，

　グラム陽性の連鎖球菌様の細菌がみられる．

このような機序が関与したことが考えやすい．化膿性

心膜炎の初期症状としては，一般的には発熱，呼吸困

難頻脈はほとんどの例にみられ，その他食思不良，

腹痛や年長児では胸痛がみられる2）～10）13）．

　診断にとって重要なことは，まずこの疾患を強く疑

うことである1‘）．とくに心拡大を示す胸部レントゲン

写真を得たならば，心膜炎や心タンポナーデの所見の

有無を慎重に検討してみる必要がある．心電図所見は

他の原因による心膜炎1）15）と異なって低電位差とST

上昇の所見を得る確率が高い．また心エコー図は心膜

液貯留の程度を明確にしてくれると共に，他の心疾患

との鑑別に有用である．奇脈は心タンポナーテの所見

として重要であるから16），血圧測定も慎重に行うべき

である．心膜炎・心タソポナーデが化膿性であるかど

うかは，心膜穿刺を行ってはじめて確立される．表2

の如く，化膿性心膜炎は心タンポナーデを伴って発見

されることが多く，以上の診断手順を迅速に行う必要

がある．

　原因菌は，肺炎球菌，ブドウ球菌，連鎖球菌が三大

原因菌と云われる14）が，小児の場合13）17）～19）には黄色ブ

ドウ球菌が圧倒的に多く，次いでインフルエンザ菌，

肺炎球菌，ナイセリア髄膜炎菌が多い．今回の統計で

も13例中8例が黄色ブドウ球菌で61％を占めていた．

しかし近年増加傾向にあると云われているイソフルエ

ンザ菌が皆無であったことは意外であった．

　化膿性心膜炎は単独でみられることは少なく，必ず

といってよいほどに関連疾患が存在する．診断がなさ
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表1　血液生化学検査

Days of　Illness
1 3

0
p
e

11 21 30 50 90

ノ　／

／／
／／／

WBC （／mm3） 9800 22600 5300 5500 4000

Seg （％） 89 89 69 58 39

St 5 7 1 3 1

Lym 5 3 17 29 48

Plat （×10ソmm3） 28．2 12．6 40．5 32．8 24．6

CRP 十3 十6 十2 一

ESR （mm／h） 3 86 74 38

ASO 640 640 480 320 160 80

ASK 1280 2560 640 160 80 80↓

αHBDH （IU／L） 351 130 99

CPK （mU／ml） 501 170 30

GOT （IU／L） 13 67 13 14

GPT （IU／L） 6 24 4 1

LDH （IU／L） 169 484 121 140

表2　最近25年間の本邦における小児化膿性心膜炎の報告

No．
報告
年度 文　　献 年　齢 性別 初期症状 関連疾患 原因菌

心タンポ
ナーデの
有無

排膿方法
収縮性心膜炎の有無

その他

1 1960 小野　あやら2レ 7歳8ヶ月 男 発熱，胸痛
坤吟

腺窩性アンギーナ 黄色ブドウ球菌 ？ 心膜穿刺4回 （一）

穿刺後も肝腫大の持続

2 1961 山本高治郎ら助 10ヶ月 男 ？ 肺炎（右） 黄色ブドウ球菌 （一） 心膜切開術 （一）

3 1966 佐藤　　順ら4） 5歳 男 呼吸困難
骨髄炎
（右大腿骨） 黄色ブドウ球菌 （＋）

心膜穿刺
心膜切開術
持続洗浄ドレナージ

（一）

4 1968 小佐野　満ら5） 2歳 男 発熱，優声
呼吸促進

？ ブドウ球菌 （＋）？ 心膜穿刺 （一） 全治5ヶ月

5 1969 松尾　準雄ら6｝ 2ケ月 男 発熱，咳蹴
喘鳴

気管支肺炎
（右中葉） 黄色ブドウ球菌 （＋） 心膜穿刺5回

　　（づ
（発症1年後）

6 1969 徳丸　　実ら71 6日 女 全身浮腫
呼吸困難

敗血症 黄色ブドウ球菌 （＋）？ 無 （一） （剖検例）

7 1969 徳丸　　実ら7｝ 1歳3ケ月 男 発熱，頻脈
呼吸困難

気管支肺炎（両側）

AML，ダウソ症候
群

グラム陽性球菌 （一）？ 無 （一） （剖検例）

8 1972 広瀬　光男ら8） 1歳3ケ月 男 呼吸困難
顔面の肺様化膿巣
膿胸

Corynebacterium

　pyogenes
（＋） 心膜穿刺2回

　　（＋）

（発症1ケ月
　　後）

心膜切除後
26時間で死亡

9 1974 金子　昌弘ら9｝ 15歳 男 呼吸困難，発熱 右肘の化膿 黄色ブドウ球菌 （＋）？ 心膜穿刺 （一）

心膜穿刺
10 1978 浅井　利夫らゆ 2歳7ヶ月 男 呼吸困難 肺　炎 A群β溶連菌 （＋） 持続排液 （一）

（エラスター針による）

11 1978 浅井　利夫ら‘ω 2歳 女 呼吸困難 膿　胸 黄色ブドウ球菌 （＋） 同　上
　（＋）
（第21病日）

第26病日心膜切
除術，生存

12 1979 須賀　康正ら11｝ 1歳6ケ月 男 発熱
呼吸困難

骨髄炎
（右第4中足骨）

黄色ブドウ球菌 （＋） 心膜穿刺 （一）

13 1984 自　験　例 7歳 女
発熱，産蛮
意識障害，多呼吸

右気管支肺炎 A群溶連菌 （＋）
心膜穿刺1回
心膜切開術
持続洗浄ドレナージ

（一）（発症1年

　　後）

AML：急性骨髄性白血病

れた後関連疾患の存在に気付かれることも多く18），血

行伝播して心膜炎が発生するのが普通である．我々の

例では，排膿後の第5病日に心拡大が軽減した時点で，

右気管支肺炎像の存在が明確となった．関連疾患は，

多くの報告と同様に肺炎，膿胸，骨髄炎が多い，また

皮膚感染症のような軽症感染症でも関連疾患として十

分注意、しておく必要がある．

　心タンポナーデは，生命危機の切迫を意味し，心膜

穿刺による排膿を急がねぽならないし，それと同時に

原因菌をできる限り同定することも必要で，これは抗

生剤や排膿方法の選択，延いては収縮性心膜炎の防止

のために重要な情報をもたらす．すなわち黄色ブドウ

球菌やインフルエソザ菌は死亡率も高く，収縮性心膜

炎を起こしやすい17）一一23），化膿性心膜炎から収縮性心膜

炎へ進む頻度は3～17％と云われるが14）21），今回の結

果でも13例中2例，15％にみられていた．

　心膜穿刺のみの排膿に固執するのは考えものであ

る．心膜穿刺で心タンポナーデの改善がみられなけれ

ぽ勿論のこと，初回穿刺後再びタンポナーデの出現を

みる場合，発熱が持続する場合には心膜切開術や心膜
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切除術の外科的手段を選択すべきである2°）22）一一24）．心膜

切開とドレナージを置くか，心膜切除を行うべきかは

議論のあるところであるが13）2°）23），要は如何に完全に

排膿し，収縮性心膜炎を防止するかである．自験例が

心膜切開術後持続洗浄ドレナージを比較的長く必要と

したことからも，筆者らは，原因菌が収縮性心膜炎を

起こしやすく，膿の性状が濃厚でドレナージし難い場

合，病期や年齢によっては，収縮性心膜炎を起こして

いなくとも心膜切除術の対象になるのではないかと考

えている．1960年代までの死亡率は，早期診断にも関

わらず40～50％14）ユ8）25）であったが，これまでに述べた

外科的治療法が広く併用されるならぽ，今回の調査で

得られた死亡率23％の数字も今後さらに減少するもの

と期待される．

　最後にcountercurrent　immunoelectrophoresisをお願

いした千葉大学医学部小児科，中村明先生に深謝いたしま

す．なお本論文の要旨は第20回日本小児循環器学会（松山，

1984年6月）にて報告した．
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58－（58） 日．本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

Childhood　Purulent　Pericarditis：Report　of　a　Cured　Case　and　Reviewed　of

　　　　　the　Japanese　Literature　During　Recent　25　Years（1960－1984）

　　　　Tomoo　Okada，　Hideo　Yamaguchi，　lchiro　Seki＊and　Toshio　Tsukuura＊＊

Department　of　Pediatrics，　Nihon　University　School　of　Medicine，＊Department　of　Pediatrics，

　　　　　＊＊Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Tokyo　Municipal　Bokuto　Hospital

　　　Aseven－year－old　girl　showed　the　typical　sign　of　pericarditis　and　cardiac　tamponade．　Pericardiocen－

tesis　revealed　whitish－pink　purulent　fluid　which　contained　gram－positive　cocci，　but　the　causative　or－

ganism　wasn’t　cultured　from　this　fluid，　since　it　may　be　that　antibiotics　already　had　used　before　sampling

the　specimen．　Sequencial　changing　of　ASK　and　ASO　indicate　Streptococcus　Group　A　infection　and　no

other　bacterial　antigen　was　detected　by．CIE．　A　chest　radiograph　demonstrated　a　marked　cardiomegaly

and　right　lower　lobe　pneumonia．　She　received　pericardiostomy　followed　by　continuous　drainage　for　16

days．After　twelve　months　later，　she　is　healthy　and　free　of　constrictive　pericarditis．

　　　In　the　last　25　years　in　Japan，13　cases（including　our　case）of　childhood　purulent　pericarditis　were　re－

ported．　The　authors　reviewed　these　literatures　and　concluded　as　follows，1）Most　causative　organism

was　Staphylococcus　aureus（61（70），　and　no　cases　of　H．　influenza　was　reported　in　this　period．2）The　treat－

ment　in　this　series　mostly　depended　on　both　antibiotics　and　pericardiocentesis，　only　few　cases　were

treated　with　surgical　approach．3）All　cases　but　one　were　associated　with　systemic　infection，　such　as

pneumonia，　pyothorax，　osteomyelitis，　impetigo　and　others，　and　these　are　similar　with　foreign　Iiteratures．

4）Two　of　13　cases　developed　early　constriction，　and　both　the　two　cases　were　performed　pericardiectomy

but　one　died　postoperatively　and　another　was　alive．5）The　overall　mortality　was　23〔Vo　in　this　series．
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