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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1990年から1992年の3年間に当院に手術目的で入院した小児心疾患患者311例中，9例にMRSA　car－

rierを認めた．全例に当院の管理基準に基づく術前抗生剤投与を含むMRSA排除治療を行いMRSA陰

性化を達成し得た．9例中8例に手術を行ったが，術後急性期にMRSA感染症を発症した例はなく，排

除治療が有効であったと考えられた．しかしながら3例では術後20日目位より再度carrier化し，このう

ち肺低形成を合併した1例ではMRSA肺炎を認めた．易感染性疾患合併症例に対しては注意深い経過

観察が必要であると思われた．

　　　　　　　　　はじめに

　メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（Methicillin　Resis－

tant　Staphylococcus　Aureus，　MRSA）による感染症

は近年医学的だけでなく社会的にも大きな問題となっ

ている．一般にMRSA感染は，そのほとんどが不顕「生

感染でcarrier状態にあるとされているが1）2），外科手

術後急性期などにはMRSAによる感染が顕性化し重

症の感染症状を呈し治療に難渋することも報告されて

いる3）4｝．著者らは1989年後半より術前入院患児全例に

鼻腔・咽頭粘膜の細菌培養検査を行い，MRSA　carrier

に対しては抗生物質の投与を含めたMRSA排除治療

を積極的に行ってきた．成人例においては，当院の金

香が既にその有効性を報告したが5），小児例ではまだ

検討されていない．そこで1990年より1992年までの3

年間において，小児心疾患患者に対するその効果につ

いて検討を行ったので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は1990年より1992年の3年間に当院に手術目的
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に入院した小児心疾患患者311例のうち術前の鼻腔・咽

頭細菌培養検査にてMRSAを認めた9例（男4例・女

5例）である．全例，感染症状はなくcarrier状態で

あった．入院時月齢は1カ月から12カ月（平均5．1カ

月），診断は心室中隔欠損（VSD）2例，純型肺動脈閉

鎖（PA／IVS）2例，肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損（PA／

VSD）1例，総肺静脈還流異常（TAPVR）1例，両

大血管右室起始（DORV）1例，単心室（SV）1例，

大血管転位（TGA）1例である（表1）．

　これらの症例に対し，個室隔離とし処置の際には手

洗い・マスク・ガウンテクニックを行い，抗生剤によ

るMRSA排除治療を行った．使用抗生剤は感受性検

査に基づき症例毎に決定し，本対象例では点鼻投与に

はOFLX（ofloxacin），　ABK（arbekacin），　VCM

（vancomycin），経口投与にはMINO（minocycline），

SMX／TMP（co－trimoxazole），　RFP（rifampicin），

CLDM（clindamycin），経静脈投与にはVCMを使用

した．術前に行った治療内容を使用抗生剤数・治療日

数・抗生剤投与経路について，および術後MRSAの感

染状況について検討した．
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表　1

症例 診　　断 月齢 転　帰 再carrier

／ VSD 1m 外来待機中 一

2 VSD／Scimitar 12m 根治術 十

3 PA／IVS 1m 根治術 一

4 PA／IVS 2m 根治術 一

5 PA／VSD 1m 根治術 十

6 TAPVR 10m 根治術 『

7 DORV 5m 根治術 一

8 sV 5m シャント術 十

9 TGA 9m 根治術 一

VSD心室中隔欠損，　PA／IVS純型肺動脈閉鎖，　PA／VSD偽

性総動脈幹症，TAPVR総肺静脈還流異常，　DORV両大血

管右室起始，SV単心室，　TGA完全大血管転位

　　　　　　　　　　結　　果

　9例全例に対してMRSAに対する抗生斉1」投与を行

い，陰性化を達成できた．このうち8例は心疾患の重

症度からみて数日以内に手術を施行した．他の／例は

手術の緊急性がないことから，MRSA陰性化の状態で

現在外来にて手術待機中である．

　1）MRSA　carrierに対する術前治療内容について

　使用抗生剤数について：使用数1剤は3例，2剤は

1例，3剤は3例，4剤以上は2例であり，3剤以上

の多剤併用を必要としたものは5例（55．5％）と半数

以上を占めていた（図1）．

　治療日数について：1週間未満は3例，1週間から

2週間は2例，2週間から3週間は2例，3週間以上

は2例であり，MRSA陰性化までに2週間以上を要し

たのは4例（44．5％）であった（図2）．

　抗生剤投与経路について：点鼻投与のみは3例，点

鼻・経口投与は3例，点鼻・経口・経静脈投与は3例

であった（図3）．

　2）術後経過について

　手術を施行した8例において術後経過を検討した．

術後管理は通常の術後感染の予防対策にとどめたが，

培養検査を繰り返しMRSAの早期発見に努めた．そ

の結果，術後急性期の細菌培養検査ではMRSAは認

めず，全例重症感染症の併発なく順調に経過し退院し

た．

　退院後の外来検査では8例中3例に再度MRSAを

認めた．このうち，Scilnitar症候群／右肺動脈欠損／右

肺低形成を合併したVSDの症例では退院時の検査で

鼻腔培養にて再度MRSAを認めたが感染症状なく

carrier状態と考え放置していたが，退院後1カ月目に

（例数）

5

日小循誌　10（3），1994

　0

　　　　1剤　　　2剤　　　3剤　　4剤以上

　　　　　　　　　（使用抗生剤数）

図1　抗生剤使用数について．MRSA陰性化に要した

　抗生剤数を示す．

（例数）

5

　0
　　　　1W　　　　　2W　　　　　3W　　　　4W以上

　　　　　　　　　（治療日数）

図2　術前治療日数について．MRSA陰性化に要した

　治療日数を示す．

（例数）

5

0
　　　　点鼻のみ　　　　点鼻／経口　　　点鼻／経口／静注

　　　　　　　　（投与経路について）

図3　投与経路について．抗生剤の投与経路を示す．

胸部レントゲン写真上，低形成である右肺に肺炎像が

出現し同時期の喀疾培養にてMRSAが認められたこ

とからMRSA肺炎と診断した．その後，抗生剤による

集中治療を行ったにもかかわらず臨床上の改善は得ら

れず，患側肺にはCTにて全肺野にわたり嚢胞形成を

認めた．患側肺は先天的に高度低形成であり将来発育

する期待は極めて少なく，よって感染巣である右肺の

全摘出術を行った．右肺切除後，感染コントロールは
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表2　入院患者数とMRSA検出率

1990年 1991年 1992年

人院患者数
　（人）

172 153 137

MRSA検出例
　　（人）

5（2．9％） 5（3．3％） 13（9．5％）

比較的容易で切除術後2週間目でICU退出となり，軽

快退院となり，以後はMRSAは認めていない．他の2

例は感染症状なくcarrier状態に復している．

　　　　　　　　　　考　　察

　MRSA感染症は社会的にも大きな問題となってお

り，最近3年間での当院小児心疾患入院患者における

MRSA　carrier出現頻度も徐々に増加していく傾向が

認められる（表2）．他施設からもMRSA　carrierが

年々増加していることが報告されている6）7）．各施設毎

の院内環境が異なることより一概に比較できないが，

当院に比して高頻度に検出されておりMRSAの強い

蔓延力を示すものであると思われた．MRSA　carrier

に対してどのように対処していくべきなのか確立され

たものはない．

　術前のMRSA　carrier状態が術後MRSA感染顕性

化にいったいどれほど関与してくるのかについて，

Muderらは8）MRSA　carrierとMSSA（methicillin

sensitive　S．　aureus）carrierとを比較するprospective

studyを行った．　MRSA　carrierではMSSA　carrier

に比して，約4倍も重症感染症を引き起こす危険性が

あり，又MRSA顕性感染症状を呈した患者の73％が

MRSA　carrierであったと報告している．彼らはこの

結果より，MRSA　carrierに対する積極的な治療の必

要性を論じている．既にMRSA　carrier状態を治療に

より排除する種々の試みはなされており，局所療法の

みでは効果がほとんどないこと9）～11），単剤投与では効

果を期待しにくいこと9），全身投与が最も有効である

こと’2），投与抗生剤に対する耐性化を予防するために

感受性のある他の抗生剤との併用が必要であるこ

と9）13）～15）などが報告されている．しかしながら，むやみ

に抗生剤の多剤併用を強力に行う事は，かえって耐性

化したMRSAの感染を助長することにも成りかねな

い．そこで著者らは培養検査結果を重視し，抗生剤の

選択は感受性の認められたものを使用し，点鼻投与に

加えて経口投与を行った．経静脈投与は現在のところ

MRSAがなかなか排除されず治療日数が長引く症例

に対して行っているが，今後，手術までの時間が非常
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に限られており早期にMRSAの排除が必要とされる

症例に対しては積極的に経静脈投与を行っていくこと

を検討している．抗生剤開始後は2～3日毎に培養検

査を繰り返し，連続3回以上の陰性化を治療の終了基

準と考えている．また治療開始後1週間以上経過して

も陰性化しない場合には，他の抗生剤への変更を考え

ている．その他，MRSA患児に対する病棟内の管理と

してはクロールヘキシジンによる薬浴を1992年後半よ

り取り入れcarrierに対して週2回から3回の薬浴を

行っている．同時に他の患者への感染を防ぐことも重

要でありD2偲者は個室隔離とし，処置の際には手洗

い・マスク・ガウンテクニックを行っている．さらに

医療従事者を介した感染を予防するためにMRSA患

者のみに対応する医療スタッフを設定している．術後

管理においては，術前同様，培養検査を繰り返し感染

症状が発症した場合はMRSAによる感染を念頭にお

いて対応している．術後MRSA感染を発症した1例

は，肺低形成といったような易感染性疾患を合併して

おり，このような症例に対しては，より注意深い経過

観察の必要があると思われた．しかしながら術前

MRSA陰性化がなかなか達成できず，3剤以上の抗生

剤，2週間以上の治療，経静脈投与を加えた排除困難

な症例でさえも，術後急性期にMRSA感染を認めた

症例はなく，術前のMRSA排除は術後管理を行う上

で重要であると思われる．

　一方，いったん抗生剤の投与を中止すると再度

MRSA　reclonizationがおこりMRSA　carrierとなる

ことは稀ではなく，長期的に見てMRSAを完全に排

除できるのは約50～60％の症例であると報告されてい

る14）16）17）．その原因として，他患者または医療従事者か

らの院内感染がおこること，MRSAが完全に排除され

ず残存していたこと，患者自身の免疫力の低下などが

考えられている14）16）17）．本対象例で示した再度carrier

化した3例については，検出したMRSAに対して

ファージ型やプラスミド解析によるtypingは行って

いなかったために感染経路については不明であるが，

上記原因による可能性が充分に考えられる．

　本経験でのcarrier症例は全例1歳未満例であっ

た．また9例中7例は生後より他院にて入院管理を受

けており当院へ搬送された症例であった．このことは

新生児期は正常細菌叢が未完全であることから

MRSA　carrierとなりやすいという患児側の問題もさ

ることながら，他院でのMRSAが蔓延しているとい

う環境の問題も大いに関係しているように思われ
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る7）18）’9）．従って乳児期早期より入院管理を要す例に対

しては，より慎重なMRSAに対するチェックが必要

であると思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　まとめ

①1990年から1992年の3年間に小児心疾患患者9

例の術前MRSA感染を経験した．

　②全例でMRSA陰性化を達成し得た．9例中8例

には引き続き手術を施行し術後急1生期にMRSA感染

を認めた症例はなかった．

　③9例中3例で術後再度MRSA　carrierとなっ

た．このうち肺低形成を合併した1例は外来フォロー

中にMRSA肺炎を発症し，易感染性疾患合併例は慎

重な経過観察が必要であると思われた．
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Preoperative　Treatment　for　Carrier　State　of　Methicillin　Resistance　Staphylococcus

　　　　　　　　　　Aureus（MRSA）in　Children　with　Congenital　Heart　Disease

Shunji　Kurotobi1），　Tetsuya　Sano】），　Tohru　Matsushita1），　Etsuko　Tsudai），　Futoshi　Kayatanil｝，

　　　　　　　　　　　　Makato　Takeuchil），　Yasuhisa　Shimazaki2），　Hikaru　Matsuda2），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Seishi　Asari3）and　Shintaro　Okada1）

　　　　　　1）Department　of　Pediatrics，2）First　Department　of　Surgery，3）Central　Laboratory　for

　　　　　　　　　　　Clinical　Investigation，　Osaka　University　Medical　School，　Osaka，　Japan

　　　We　experienced　9　MRSA　carriers　with　congenital　heart　disease　from　1990　to　1992．Microbial

culture　studies　and　appropriate　antibiotic　therapies　were　effective　to　completely　diminish

appearance　of　MRSA，　preoperatively．　Heart　operations　were　successfully　performed　without

apparent　MRSA　infections，　however，reclonization　of　MRSA　was　found　in　3　patients　at　discharge．

MRSA　pneumonia　was　found　in　one　child　who　had　a　hypoplastic　lung　which　was　seccessfully

resected　later　to　obtain　a　complete　cure．
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