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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心外導管を用いたRastelli手術後遠隔期の感染性心内膜炎について検討した．当施設で1971年1月か

ら1992年5月の間にRastelli手術が施行された259例のうち，術後6カ月以降も経過観察できた203例を

対象とした．心疾患は，肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損症79例，大血管転換症42例，両大血管右室起始症38

例，総動脈幹症21例，修正大血管転換症11例，ファロー四徴症9例，その他3例であった．203例に対し，

再手術を含めて，のべ217回のRastelli手術が行われた．用いた心外導管は，異種生体弁を使用した導管

（1群）60例，自己作成弁を使用した導管（II群）153例，その他4例であった．観察期間は1，514．5患者・

年（平均観察期間7．0年）で，10回の感染性心内膜炎の発症があり，発症頻度は66．0／10，000患者・年で

あった．群別にみると，1群は観察期間724．6患者・年（平均12．1年）で5回の発症，発症頻度69．0／10，000

患者・年，II群は観察期間754．0患者・年（平均4．9年）で4回の発症，発症頻度53．1／10，000患者・年で，

異種生体弁の使用による差は認められなかった．残る1例はHomograftを使用した症例であった．起炎

菌はブドウ球菌5例，緑連菌4例，Klebsiella　1例であった．2例を敗血症で失ったが，6例は化学療法

のみで治癒し，2例は化学療法で鎮静化した後に再手術を行った．Rastelli手術後遠隔期には，他の先天

性心疾患に比べ感染性心内膜炎の発症頻度が高く，治療には長期間を要し，致命率も高いため，積極的

に心内膜炎予防を行う必要があると考えられる．

　Rastelli手術は，静脈側心室と肺動脈の不連続性，あ

るいは解除不能な狭窄を有する疾患において，心外導

管を用いてその連続性を再建する手術である1）．Ras・

telli手術によりこの種の心疾患の生命予後は飛躍的

に改善した2）3）．しかし，術後遠隔期の問題として導管

狭窄3）～7）や感染性心内膜炎6）8）9）がある．なかでも感染性

心内膜炎は致命率も高い6｝8）9）．そこで1971年から1992

年までに当施設で行われたRastelli型手術における

感染症心内膜炎について検討した．

　　　　　　　　対象および診断

　1971年1月から1992年5月の間に，当施設でRastel－

li型手術が施行された患者は259名で，術後6カ月以内

別刷請求先：（〒060）札幌市北区北14条西5丁目

　　　　　北海道大学医学部小児科　　間　　峡介

に死亡した症例と長期経過観察が不十分な症例を除く

203名を対象とした．この手術の対象となった先天性心

疾患は，肺動脈閉鎖症兼心室中隔欠損症（PA　with

VSD）79例，ファロー四徴症（TOF）9例，完全大血

管転換症（TGA）42例，両大血管右室起始症（DORV）

38例，総動脈幹症（PTA）21例，修正大血管転換症（cor

TGA）11例，その他3例であった．203名に対してのべ

217回の手術が行われた．手術で使用された導管の種類

により1群：異種生体弁を用いた群，II群：異種生体

弁を用いない群の2群に分けた（表1）．1群はホルマ

リン処理異種肺動脈弁を人工血管に縫着したGraft

（異種肺動脈弁graft）17例，グルタルアルデヒド処理

異種大動脈弁を内臓するHancock　Composite　Graft

（Hancock　Graft）43例の計60例，　II群はグルタルアル

デヒド処理馬心膜（Xenomadica）自家作成弁付き心外
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表1　Rastelli手術症例の心外導管の種類別と感染性

　心内膜炎症例数

心外導管の種類 症例数 感染性心内膜炎

1群 異種肺動脈弁Graft

　Ilancock　Graft

17

43 2
3II群 Xenomedica

その他の導管

148

　5 4
0その他 4 1

導管を用いた例148例，その他の心外導管5例の計153

例であった．再手術で異なる導管が用いられている場

合はそれぞれ別の手術として扱った．

　感染性心内膜炎の診断は，遷延する発熱，全身倦怠

感などの臨床症状に伴い，赤沈の元進やCRP陽性な

どの炎症反応があって，他の感染巣がないことをもっ

て，感染性心内膜炎と診断した．急性型の経過をとっ

た症例では，血液培養陽性を確認して，感染性心内膜

炎に伴う敗血症と診断した．

　　　　　　　　　　結　　果

　感染性心内膜炎は9名に10回発症した．各症例につ

いて表2に示す．基礎心疾患はPA　with　VSD　1例，

TOF　2例，　TGA（III型）3例，　DORV　3例であった．

DORVの1例で治癒後2年7カ月後に再度罹患して
いた．心外導管は異種graft　2例，　Hancock　Graft　3

例，Xenomedica　4例，　Homograft　l例であった．残

存短絡は5例，導管狭窄は8例に認められている．術

後経過年数は9カ月から17年6カ月，平均5．2年であっ

た．

　全例，血液培養より起炎菌の同定が可能であった．

起炎菌はStreptococcus　viridans群3例，　Sta－

phylococcus　aureus　4｛列，　Staphylococcus　epider－

midis　1例，　D群streptococcus　1例，　Klebsiella　1例

でブドウ球菌による症例が多かった．感染性心内膜炎

の誘因は不明な症例が多かったが，歯科的問題に起因

するものが2例のほか口腔内常在菌であるviridans

群が3例あり，口腔内に起因すると考えられる症例が

多かった．

　急性経過をとり敗血症，播種性血管内凝固症候群

（DIC）をきたした2例を失ったが，6例は化学療法で

治癒した．化学療法で治癒した症例の治療期間は40日

から247日（5例が100日以上）で，平均127日と長期間

を要した．多発性脳梗塞，硬膜下出血を合併した2例

では，長期間の化学療法に引き続き外科治療を行い2

例とも治癒した．

　Rastelli型手術203例での術後の観察期間はのべ

1，514．5患者・年（平均7．0年）で，感染性心内膜炎の

発症は10例，発症頻度は66．0／10，000患者・年であった．

群別にみると，異種生体弁を用いた1群は観察期間

724．6患者・年（平均12．1年）で，感染性心内膜炎の発

症は5例，発症頻度は69．0／10，000患者・年，異種生体

弁を使わないII群では，観察期間754．0患者・年（平均

4．9年），感染性心内膜炎の発症は4例，発症頻度は

53．1／10，000患者・年であった（表3）．

表2　心内膜炎症例のプロフィル・起炎菌・転帰

疾　患 導管の種類
残存
短縮

導管
狭窄

術後経過 年齢 誘因 起　炎　菌 合併症
治療
期間

手術
治療

転帰

1 TGA（III） Homograft 十 十 12年4カ月 25 不明 S．viridans 40 一 治癒

2 PA　with　VSD Hancock　Graft 十 十 6年5カ月 32 不明 S．aureus 120
一 治癒

3 DORV Xenomedica 一
十 2年 24 不明 S．aureus 109

一 治癒

4 症例3の再発 Xenornedica 一 十 4年10カ月 27 外傷 S．aureus 多発性脳梗塞 106 十 治癒

5 DORV Hancock　Graft 十 十 2年5カ月 17 歯肉膿瘍 S．epidermidis 247 一 治癒

6 DORV Hancock　Graft 一
十 17年6カ月 24 歯科治療 D群Streptococcus 134 一 治癒

7 TOF Xenomedica 一 一 2年7カ月 12 不明 S．viridans 硬膜下出血 325 十 治癒

8 TOF Xenomedica 一 一 9カ月 5 不明 S．aureus 敗血症，DIC 7
一 死亡

9 TGA（III） 異種肺動脈弁Graft 十 十 1年10カ月 12 不明 S．viridans 114 一 治癒

10 TGA（III） 異種肺動脈Graft 十 寸 2年11カ月 21 人工中絶 Klebsiella 敗血症，DIC 20 一 死亡

TGA：大血管転換症．　PA　with　VSD：肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損症．　DORV：両大血管右室起始症．　TOF：ファロー四徴症．　DIC：

播種性血管内凝固症候群．抗生剤による治療期間（日）．
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表3　発症頻度

No 観察期間
（患者・年）

平均観察期間
　　（年） 発症数

　　発症頻度
（1／10，000患者・年）

合計 217 1，514．5 7．0 10 66．0

1群 60 724．6 12．1 5 69．0

II群 153 754．O 4．9 4 53．1

　　　　　　　　　　考　　按

　近年の外科手術の発達により，静脈側心室と肺動脈

の間が不連続な疾患や，解除不能な狭窄がある疾患に

対するRastelli型手術の成績が向上し，生命予後が飛

躍的に改善した2）3）．その一方で，術後遠隔期のQuality

of　lifeが問題となってきている1°）11）．感染性心内膜炎

は人工血管を使用した手術後ではハイリスク12）13）で致

命率も高いため8）9）’3），導管狭窄3）～7），残存短絡6），心不

全’°）と並んで術後遠隔期の重要な問題の一つである．

　本邦における感染性心内膜炎の起炎菌は，従来より

緑連菌が多く，ブドウ球菌がそれについでいたが，最

近の報告では緑連菌42．8％，ブドウ球菌33．3％14）とそ

の差は徐々に小さくなってきてはいるが，入工血管，

導管移植患者での感染性心内膜炎では，人工弁移植後

と同様に，ブドウ球菌によるものが多いといわれてい

る8）．今回のRastelli術後の症例でも，表2で示したよ

うに，起炎菌はブドウ球菌属が5例で，緑連菌の3例

よりも多かった．同時に，人工物移植後の感染性心内

膜炎は死亡率も高いといわれるが6）8）9）15）’6），我々が経

験した10症例のうち，敗血症，DICを呈した急性型の

2症例は失ったものの，6例（うち黄色ブドウ球菌に

よるもの2例）では治療は長期間にわたったが化学療

法で治癒でき，手術治療を要した2例も化学療法で炎

症を抑えた状態で再手術を行うことができた．一般的

に心内膜炎に対する化学療法期間は4～6週間といわ

れているが，我々の症例は治癒までに40～240日間，5

例で100日以上と，長期間の化学療法を要した．化学療

法は，早期に診断し，長期間適切かつ強力に行えば十

分有効であると思われる．術後早期の導管感染は致命

率が高く早期に再手術を要するが17），今回報告した術

後遠隔期での感染性心内膜炎は，化学療法で治癒可能

な症例が多かったが，これは，再手術時に切除された

導管内に厚い内膜の増殖　すなわち内膜化が認められ

る18）ことから，内膜についた感染巣　疵贅内の細菌は

肥厚増殖した内膜内にとどまり，人工血管までは達し

ていなかったためと考えられる．心内膜炎に対する急
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性期手術の成績も向上している19）がやはりリスクは高

く，可能であれば長時間をかけても化学療法で活動性

の炎症を抑えてから手術治療を考慮すべきであろう．

　表3に示すように，感染性心内膜炎の発症頻度は

66．0／10，000患者・年で，これは手術前の心室中隔欠損

症での18．7／10，000患者・年，手術後の大動脈弁疾患の

40．9／10，000患者・年2°）と比較しても高い頻度であっ

た．感染性心内膜炎の発症には，狭窄や短絡などの異

常血流による血管内膜の損傷が発症機転となるといわ

れている．そこで，導管内生体弁の狭窄を高率で合併

する’8）異種生体弁を用いた心外導管一1群と，異種生体

弁を用いない導管一II群を比較してみたが，1群では

69．0／10，000患者・年，II群では53．1／10，000患者・年

と差は認められなかった（表3）．また，残存短絡につ

いてみても，10回の発症のうち5回は残存短絡のない

症例であり（表2），Rastelli術後の高い発症率を説明

するには，導管狭窄や残存短絡だけでは不十分である

と考えられ，心外導管そのものが心内膜炎の発症に関

与していると考えられた．

　我々の施設では，従来よりAHAの勧告に準じてIE

予防を行っており，今回提示した症例もIE予防に関

する指導を受けていたはずであるのに，このような高

頻度でIEが発症していることをみると，Rastelli術後

患者の遠隔期予後，Qualityを考えた場合，感染性心内

膜炎の予防が非常に重要であるといえる．

　感染性心内膜炎の予防は，菌血症を予防する事であ

る．菌血症は抜歯や外科的治療・処置の後のみにおき

るわけではないので，すべての予防は不可能である

が21），予防としてはAHAの勧告が勧められる．1984年

のAHA勧告13）ではRastelli手術後はハイリスク患者

とされ，IE予防には抗生物質の静脈内（または筋肉内）

投与が勧められていたが，1990年の勧告22）では基本的

に経口予防投与でもよいとされた．これは，諸外国で

はハイリスク患者にも経口予防投与が行われ23｝大きな

問題が起きていないことによるが，しかし，臨床医の

判断で静脈内（または筋肉内）投与を行う方法も依然

として残されている．我々は，Rastelli術後の患者が抜

歯を行う際には1日入院の上，Benzylpenicillin，

Gentamicinの静脈内投与を行っているが，その中か

らはIEの発症はない．本邦では全体の推奨を得た予

防方法は確立していないが，Rastelli手術後では感染

性心内膜炎の発症頻度が高いことと治療の困難さを考

えた場合，AHA勧告に従った非経口投与で行う厳重

な予防を行った方がよいと考えられる．表4に1990年
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表4　1Eの予防方法（文’献22より）

薬　　剤 投与量および投与方法

アモキシシリン（AMPC） 処置の1時間前に50mg／kg（max　3．〔）g），6時間後に1／2量

ペニシリンアレルギーの場合

エリスロマイシン（EM） 処置の2時間前に20mg／kg（max　800mg），6時間後に1／2情

クリンダマイシン（CLDM） 処置の1時間前に10mg／kg（max　300mg），6時間後に1／2量

ハイリスクで通常の予防方法では不十分と考えられる場合

アンピシリン（ABPC）

ゲンタマイシン（GM）

アモキシシリン（AMPC）

処置30分前にABPC　50mg／kg（max　2．Og）IV　or　IM，　GM　2
mg／kg（max　80mg）DIV．

6時間後にAMPC　25mg／kg（max　1．5g）経口投与，または8時
間後に初期治療と同量を繰り返す

ペニシリンアレルギーでハイリスクの場合

バンコマイシン（VCM） 処置の1時間前に20mg／kg（max　LOg）DIV（1時間以上），処置
後は不要

のAHA勧告22）の予防投与法を示す．

　全ての菌血症を防ぐことは不可能であるが，菌血症

の誘因として明らかなものでは歯科治療が多い24）の

で，予防投与だけではなく日常の口腔ケアも重要であ

り，正しいブラッシングの仕方や定期的な歯科検診を

行うなどの，口腔衛生に気を配る生活習慣を身につけ

ることが重要である．また，我々の施設では，症例の

カテゴリーは異なるが，大動脈弁置換術後の患者で，

全身のアトピー性皮膚炎に起因すると思われるSta－

phylococcus　epidermidisのIEを経験しており，皮膚

の清潔を保つことも重要な予防策と考えられる．

　　　　　　　　　　　結　　語

　Rastelli型手術後遠隔期の感染性心内膜炎について

検討した．化学療法で治癒することも多いが長期間を

要し，急性経過をとり致命的となる場合や，手術治療

を要することもあるため，遠隔期のQuality　of　lifeの

問題として重要である．したがって，感染性心内膜炎

を予防することが重要であり，この疾患の重症度と

Rastelli型手術後の高い発症率を考えると，　AHA勤

告に準ずる厳重な非経口投与法が勧められる．
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Infective　Endocarditis－Delayed　Complications　after　Rastelli　Operation

Kyosuke　Hazama，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma
Department　of　Pediatric　Cardiology，　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　analysed　incidence　and　clinical　features　of　infective　endocarditis（IE）in　20310ng　term

survived　patients　who　had　ulldergone　Raste川operati（）n　with　extracardiac　conduit．　The　patients

corlsisted　of　79　cases　of　pulmoriary　atresia　with　ventricular　septal　defect，420f　transposition　of

great　arteries，38　0f　double　outlet　right　ventricle，21　0f　truncus　arteriosus，　l　l　of　corrected

transposition　of　great　arteries，90f　tetralogy　of　Fallot　and　30f　other　cardiac　lesions．217　Rastelli

operations（including　re－operation）were　performed　on　203　patients．　They　had　been　followed　for

atotal　of　l514．5patient－years（average　of　7．O　years），　and　10　cases　of　IE　were　diagnosed　in　g

patients　with　an　incidence　rate　of　66．0／10，000　patient－years．　In　60　patients　with　porcine　pulmo－

nary　valved　conduit　followed　for　724．6patient－years（average　of　12，1years），5cases　of　IE　were

diagnosed　with　an　incidence　rate　of　69．0／10，000　patient－years．　In　l53　patients　with　Xenomedica

conduit　followed　for　754．Opatient－years（average　of　4．9　years），4cases　were　diagnosed　with　a

rate　of　53．1／10，000　patient－years．　There　was　no　difference　in　these　two　composite　or　handmade

valved　conduit　groups．　Another　case　of　IE　was　undergone　Rastelli　operation　with　a　homograft．

Apositive　blood　culture　was　obtained　in　all　patients．　Staphylococcus　was　isolated　in　5　cases，

streptococcus　in　4　cases　and　Klebsiella　ilコone　cas．　Six　cases　were　cured　with　only　antibiotics　and

two　cases　required　re－operation　in　the　healed　condition　with　antibiotics　but　two　cases　died　of

sepsis．　Because　of　the　high　incidence　and　lethality　of　IE　in　patients　after　Rastelli〔〕peration，　we

recommend　very　active　antibiotic　prophylaxis．
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