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内科的治療にてVegetation消失をみた真菌性心内膜炎の1例

（平成4年12月3日受付）

（平成5年6月7日受理）
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　心室中隔欠損症の術後に発症した，真菌性心内膜炎の4ヵ月，男児例を経験した．

　心室中隔欠損症の心内修復術後，15日目に血液一尿よりCandida　albicansが検出され，18日目には心

エコー上パッチ部位と上行大動脈内にvegetationを認めたため，19日目よりfluconazole（6mg／kg／

day）の静脈内投与を開始した．

　経過中，軽度の心筋梗塞を併発したものの治療開始後7日目に1菌は陰性化し，vegetationも14日目に

消失した．

　30日間，fluconazoleを使用したものの副作用は生じなかった．

　我々は，今後，ハイリスク児には真菌性心内膜炎にも内科的治療を優先に行うべきものと考える．

　　　　　　　　　　緒　　言

　小児のCandidaによる感染性心内膜炎（以下In・

fective　endocarditis；1．E）は，稀な疾患であったが，

近年，新生児，乳児にも中心静脈カテーテルの長期留

置や広域抗生剤を使用する機会が増え，それに伴い，

IE．も増加傾向にある．さらに，内科的治療に反応し

にくく死亡率が高いことから，今後，重要な問題にな

ると思われる．

　今回，我々は，心室中隔欠損症（以下VSD）兼，肺

高血圧症（以下PH）の心内修復術後，　Candida　al－

bicansによる1．E．をきたし，抗真菌剤fluconazoleが

奏効した乳児例を経験したので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　患児：4ヵ月，男児．

　家族歴・既往歴：特記すべき事なし．

　現病歴：生後7日目，発熱，多呼吸，頻脈を主訴に

当センターに入院となり，VSD，　PH，卵円孔開存（以

下PFO），心不全と診断され，利尿剤，強心剤の投与に

て経過観察されていた．3ヵ月時，心臓カテーテル検

査を施行し，Pp／Ps：o．4，　QP／Qs：7．8，左一右シャ
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ント率：87％（表1）の結果を得たため，生後4ヵ月

時，VSD欠損孔のパッチ閉鎖術およびPFOの直接閉

鎖術を行った．

　術中，術後経過：VSDはkirklin分類のII型で，10

mm×10mm大のUSCI社製のDacron　sheat，ポリエ
ステル糸を用いて閉鎖した．術後縦隔ドレーンからの

出血が持続していたため，術後6日目と8日目に再開

胸による止血術を行った．

表1　心臓カテーテル検査結果

　　　　　　　　（pre－OPE：28／JAN／1991）

SVC
IVC

RA（mid）

RV（in）

　（out）

MPA
LPA
PV
LA
LV

　（8）

　（8）

　（8）

36／e＝8

36／e＝8

32／14（22）

32／14（22）

　（13）

　（13）

80／e＝10

pressure　：mmHg

saturation：％

（　）：mean　pressure

e　　：end－diastolic　P「essu「e

Qp／Qs＝7．8

L－Rshunt＝87％

R－Lshunt＝0％

Pp／Ps＝O．4

Rp／Rs＝0．4

△PG（MPA－RV）＝OmmHG

　　（LA－RA）　＝4mmHG
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　術直後から乏尿のため施行した腹膜灌流は10日目に

中止し，その頃より循環動態は安定し，発熱，CRP陽

性などの感染徴候もみられなかった．

　しかし，術後15日目，定期検査にて施行した血液・

尿培養より，Candida　albicansが検出され，術後18日

目に，断層心エコー図にて心室中隔のパッチ部位（図

2）と，大動脈基部にvegetationと思われる異常エ

コー 像を認めた（図3）．

日小循誌　9（2），1993

　以上の経過から，真菌性心内膜炎と診断し，培養結

果が判明した術後19日目より，fluconazole（6mg／kg）

の静脈内投与と，腸管内の予防殺菌のため，am－

photericin　B（30mg／kg）の経口投与を開始した．

　fluconazoleの投与開始から，7日目に，血液・尿と

も菌は陰性化した．しかし，その2日後，突然，心電

図モニターで波形の変化を認め，血液検査にて，白血

球数，GOT，　GPT，　CPKの増加を認めた．また，心
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電図は，II，　III，　aVFでR波の減高と，　ST上昇，　V5，

V6のQSパターソとST上昇を認めた（図4）．以上の

結果から，下壁・側壁に心筋梗塞が発症したものと考
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えられた．しかし，循環動態は比較的安定し，心不全

徴候は明らかでなかった．

　心エコー検査では，術後から全体のhypokinesisが

あったことも影響して，下・側壁に心筋梗塞による明

らかな変化は認められなかった．

　さらにfluconazole投与後から徐々に縮小していた

vegetationは，心筋梗塞発症後5日目の時点で明らか

でなくなっていた（図5）．

　同時期，及び1ヵ月後に施行した頭部CTでは，梗

塞の所見は認められなかった．

　1．E．の治療開始から30日後にfluconazoleの投与を

中止したが，その後，1．E．の再燃はみられなかった．

　VSD閉鎖術後4ヵ月の心電図では，　II，　III，　aVF，

V5，　V6で陰性T波を認め，心筋梗塞は陳旧化したもの

と思われた（図6）．

　さらに，術後半年後に施行した心臓カテーテル検査

では，左室造影上，心尖部から後下壁部位に局所的な

hypokinesisを認めた（図7）．また左冠動脈造影で，

前下行枝には明らかな異常を認めなかったものの，対

角枝と，後下行枝・側壁枝部位がhypovascularな印象

を受けたが（図8），心係数は，3．71／m／m2（サーモダ

イリューション法と）と比較的良好に保たれていた（表

2）．現在，エナラプリルを継続中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　小児の真菌性心内膜炎は，従来の報告では1．E．全体

の1．3％1）と稀であったが，新生児，乳児のintensive

careの進歩などにより，近年増加傾向にある．

　特に，中心静脈カテーテルの長期留置，広域抗生剤

の使用により，器質的心疾患を伴わない例も報告され
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るようになった．

　今回，本症例は，心臓手術によるパッチという異物

の存在，縦隔からの出血のため再開胸を行ったことに

よる感染の機会の増加，また，上行大動脈内のvegeta－

tionは，体外循環時の送血部位に一致して存在してい

ることから，カニュレーシ・ン時の大動脈壁の組織学

的な損傷の問題などを，1．E．発症の原因と考えている．

　真菌症による1．E．の予後は不良で，小児の生存率は

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

数％以下2）という報告が多く，また，新生児，乳児に長

期間，安全に投与できる抗真菌剤がなかったことから，

治療は，内科的治療と外科的治療の併用が多かった．

特に，vegetationを伴う場合は，細菌性心内膜炎に比

べて，debridmentなどの手術を早期から行うことが一

般的であった．

　しかし，我々の症例は，VSD術後，まもなくであっ

たこと，vegetationが大動脈内にも存在したことか

ら，開心手術のリスクは高いと考え，抗真菌剤による

内科的治療をまず優先した．

　今回，我々の経験では，fiuconazole投与開始から菌

の陰性化までが7日間，心エコー上のvegetation消失

までが14日間と，amphotericin　B，5・FUの投与例の報

告3）に比べて短く，有効な結果が得られた．

　しかし，臨床経過から，vegetation消失と時期を同

じくして，心筋梗塞を発症したことは，この時期，vege－

tationの大きさの推測に十分留意し，　vegetationの消

失や縮小を認めた場合，脳梗塞や他部位の梗塞・塞栓

症状の有無に十分注意を払う必要を示唆するものと考

える，

　Huconazoleは，今日，未熟児の種々のカンジダ感染

症に対しても使用されており，長期間投与による副作

用も，一一過性の肝機能異常の報告のみで4），比較的使用

しやすい薬剤であると考えられている．本症例でも，

1ヵ月間の投与にても，血液検査上，有意な副作用は

みられなかった．

　本剤の一般的投与量は3から6mg／kg／dayといわ

れているが，細菌による1．E．での抗生剤大量投与の必

要性を考えると，我々が投与した6mg／kg／dayが至適

量であったかどうか定かではなく，真菌性心内膜炎に

対するfluconazoleの投与量，投与期間について，今

幽一一一山「
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図6　術後4ヵ月後心電図所見
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表2　心臓カテーテル検査結果

　　　　　　　　　（post－OPE：9／SEP／1991）

pressure　　saturation

SVC
IVC

RA（mid）

RV（in）

　（out）

MPA
RPA
PCW
LV

AAo

　（9）

　（8）

　（8）

26／e＝8

26／e＝8

26／14（18）

26／14（18）

　（10）

110／e＝7

116／60（84）

1
6
4
6
6
5
4
9
9
9

6
7
7
7
7
7
7
9
9
9

Cardiac　Index＝3．71／m／m2

　（by　thermodilution）

〈Volume　study＞

　LVEDV＝21．8ml

　LVSV　＝12．5ml

　LVEF　＝42％

　（by　area－length　method）

　RVEDV＝21．1ml

RVSV　＝11．8nll

RVEF　二55．8％

pressure　：mmHg

saturation：％

（　）：mean　pressure

e　　：end－diastolic　pressure

（by　area－length　method）

後，さらに検討が必要と思われた．

　本症例から，Huconazoleは，真菌性心内膜炎に対し，

十分，有効な薬剤と思われ，内科的治療による塞栓症

のリスクはあるが，それ以上に，手術による侵襲が大

きいと考えられる場合は，積極的に試みるべき治療法

と考える．

　　　　　　　　　　結　　語

　VSD術後の真菌性心内膜炎に対し，　fluconazoleが

有効であった乳児例を報告した．真菌の陰性化，vege・

tationの消失は速やかであり，血液検査上，有意な副

作用は認められなかった．経過中，心筋梗塞の合併が

315－（69）
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みられたが，外科治療のriskの高い乳幼児の真菌性心

内膜炎に対しては，積極的に試みる治療法と考えられ

た．
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Successful　Medical　Treatment　in　the　Vegetation　of　Candida　Endocarditis－A　Case　Report一

Tomoko　Fujikawa，　Takahiro　Ichiki，　Yoshihito　Higashidate　and　Kazuo　Ikeda

　　　Department　of　Pediatrics，　Hokkaido　Children’s　Hospital　and　Medical　Center

　　　We　experienced　a　4　month　old　boy　of　Candida　endocarditis　after　operation　of　Ventricular　Septal

Defect（VSD）．

　　　On　15　days　of　operation，　Candida　albicans　was　detected　from　his　blood　and　urine．

　　　On　18　days　of　operation，　echocardiograph　showed　vegetation　on　the　patch　of　VSD　and　in　the

ascending　aorta．

　　　On　19　days　of　operation，　fuluconazole（6　mg／kg／day）intravenously　therapy　was　started．

　　　Seven　days　later　his　blood　and　urine　were　strile，　and　on　14　days　of　antifungal　therapy　the

vegetation　were　not　demonstrable　on　echocardiograph，　although　he　occurred　acute　myocardial

infarction　at　the　same　time．

　　　Fuluconazole　was　administered　for　30　days　without　significant　side　effect．　We　conclude　that

antifungal　therapy　without　surgery　is　an　option　for　Candida　endocarditis　in　critically　ill　infants．
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