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先天性心疾患と感染性心内膜炎
̶日本における共同研究からの知見とその後̶
村上 智明

千葉県こども病院循環器科
要

旨

先天性心疾患を有する成人における感染性心内膜炎の罹患率は一般成人の罹患率に比較して圧
倒的に高く，また死亡率も高い．先天性心疾患は手術介入で治療されることが多いが，特に複雑
な先天性心疾患においては人工材料を用いる手術が多いこともあり修復術後においても感染性心
内膜炎の高リスクであることが多い．発症頻度に関しても日本の多施設共同研究では半数以上が
手術後症例であった．すなわち先天性心疾患患者では生涯に渡っての感染性心内膜炎の予防が必
要となることが少なくない．しかしながら感染性心内膜炎に対する抗菌薬の予防投与は明確な根
拠が乏しいこともあり，世界的には予防投薬の対象を減らす潮流である．ところが 2012 年に出
版された日本小児循環器学会のガイドラインでは，多施設共同研究のデータに基づいて積極的に
予防を推奨している．またその方針は 2017 年改訂版日本循環器学会感染性心内膜炎の予防と治
療に関するガイドラインでも同様である．本稿では日本での多施設共同研究の知見とそれを基盤
にした日本小児循環器学会ガイドラインを軸に概説する．
キーワード：感染性心内膜炎，先天性心疾患，予防投与，ガイドライン，多施設共同研究

はじめに

I．共同研究の概要

弁膜や心内膜，大血管内膜に細菌集簇を含む疣腫を形

炎の全国調査と予防，治療法の策定』は日本小児循

成し，菌血症，血管塞栓，心障害などの多彩な臨床症

環器学会研究委員会が主導し，同学会評議員所属の施

状を呈する全身性敗血症性疾患である．発症には弁膜

設において 1997 年 1 月から 2001 年 12 月の 5 年間に経

症や先天性心疾患（congenital heart disease; CHD）

験した小児あるいは成人 CHD における IE を集積し

に伴う異常血流 や， 人 工 弁 置 換 術 後 な ど 異 物 の 影

た．つまり対象は小児（CHD に限らない）および成

響で生じる非細菌性血栓性心内膜炎（nonbacterial

人 CHD である．その結果，239 例の IE 症例が報告

thrombogenic endocarditis; NBTE）を基盤とし，歯

されている．

感染性心内膜炎（Infective endocarditis: IE）は，

『小児及び成人先天性心疾患における感染性心内膜

科処置を代表とする医療処置などにより一過性の菌血

この結果は「先天性心疾患における感染性心内膜

症が生じると NBTE 部に菌が付着，増殖し，疣腫が

炎の発生頻度，予防，治療に関する全国調査̶第一

1）

4）
報̶」
および「小児および成人先天性心疾患におけ

形成されると考えられている ．
日本小児循環器学会研究委員会が主導して 2002 年

る感染性心内膜炎の予防，治療に関する全国調査̶

から行われた『小児及び成人先天性心疾患における感

第二報̶」5）という形で報告されている．さらにこの

染性心内膜炎の全国調査と予防，治療法の策定』とい

データは詳細に解析され多数の論文として報告された

う多施設共同研究は多くの成果を上げ，それを元に

のち，2012 年には「小児心疾患と成人先天性心疾患

2）

ガイドラインが作成されている ．2007 年，アメリ

における感染性心内膜炎の管理，治療と予防ガイドラ

カ心臓協会が IE の予防を高度リスク群に限定して以

2）
イン」
が作成された．

3）

来 ，多くの国々が追従あるいは予防投薬を完全に中

II．共同研究から得られた知見

止する中で，わが国ではガイドライン作成において予
防を継続することを選択している．本論文ではこの共

以下にこの共同研究から得られた知見について述べ

同研究の結果を解説し，さらに世界の潮流と別の道を

るが，重要な点を Table 1 にまとめる．

歩んだその後について最近の報告を概説する．
連絡先：村上 智明，千葉県こども病院循環器科，
〒 266-0007 千葉市緑区辺田町 579-1，E-mail: murat@seagreen.ocn.ne.jp
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Table 1

Characteristics of infective endocarditis in children and adults with congenital heart disease.

Table 2

1.

Diagnosis of congenital heart disease in patients with infective endocarditis.

疫学

術期の罹患，チアノーゼ性心疾患，手術既往例であっ
た．そのうち独立した予測因子は 20 mm 以上の疣腫，

本研究で報告された 239 例（男性 143 例，女性 96
例） の 内 訳 は 小 児 が 170 例（7.4±5.7 歳，14 日‒17

乳児期発症，心不全の合併，黄色ブドウ球菌感染であ

歳，乳児 8.4%）
，成人が 69 例（32.5±14.1 歳，18‒69

ることが明らかにされている．また手術介入は入院中

歳）6）．なお小児患者 170 例中，23 例（14%）は基礎

死亡を減少させる有意な因子であり，常に手術治療を

心疾患を認めていない症例であり，基礎疾患は全て

念頭に入れた管理が必要とされる．

CHD であった．成人を含めた CHD の診断を Table 2

すなわち手術治療は IE の管理において重要な治療

に示す．119 例（50%）は手術後症例でうち 77 例の

オプションとなるわけだが，急性期手術（抗菌薬治

修復術後症例の 55 例（74%）で遺残病変を認めてい

療が中止される前に手術を行った症例と定義）に関

た．手術既往例のうち 23% は術後 6 ヶ月以内に IE に

しても詳しい検討がなされている8）．239 例中 61 例

罹患していた．

（26%）において急性期手術が施行されていたが，IE

成人の非 CHD 症例では左心系の感染が多いのに対

の診断前に基礎疾患の診断がついていなかった症例で

して右心系の感染が多い（54%）のが CHD を基礎疾

は 54% において急性期手術が行われており，基礎疾

患とした IE の特徴の一つである．診断の項で述べる

患の診断がついていない症例では IE の診断に時間が

が Duke 診断基準において心臓超音波検査は診断の重

かかり，進行してから診断に至っている可能性が示唆

要なポイントの一つであるが，疣腫が確認されている

された．急性期手術の危険因子として多変量解析で弁

のは 63% のみである．

周囲膿瘍の併発，心不全の合併，抗菌薬の変更が必要

死 亡は 21 例（8.8%）で 内 科 治 療 単 独 例 では 8.0%

であった症例が挙げられている．

であるが，急性期外科治療が必要となった症例では
11.1% であった．死亡原因は外科手術 7 例，感染死 7

2.

診断

例，心不全死 6 例，腎不全死 1 例であった．入院中死

非 CHD 症例における IE と同様に Duke 診断基準

亡について，十分なデータの得られている CHD 症例

あるいは修正 Duke 診断基準が診断に用いられる．

137 例に関して詳しい検討がなされている7）．その報告

CHD を基礎疾患とする IE では感染症状に加え，様々

によれば入院中死亡の危険因子は乳児期発症，黄色ブ

な症状を呈し得る．
症状では発熱が 94% と高頻度であるが，心雑音の変

ドウ球菌感染，心不全の合併，20 mm 以上の疣腫，周
7
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化／出現（24%）
，オスラー結節（5%）
，ロス斑（2%）

患では中枢神経塞栓症状（痙攣，麻痺，意識障害な

なども認められている．誘因となる手技が判明してい

ど），腎塞栓症状（血尿など）などを生じ，これらが

るのは 3 分の 1 のみであることから CHD 患者における

初発症状であることも少なくない．学会の調査では全

発熱では常に IE の可能性を考慮に入れて診療に当た

身性塞栓症状は 20% で認められたが，その 55% は中

ることが早期診断のために重要であると考えられる．

枢神経塞栓であった．脳梗塞の 76% では起因菌がブ

細菌学的診断に関しては平均 3.5 回の血液培養が行

ドウ球菌属であり，特に注意が必要である．小児では

われ，起因菌の検出率は 84% であった．起因菌判明例

右心系の IE が多いが，この場合には肺塞栓（胸痛な

では，レンサ球菌属 50%，ブドウ球菌属 37% であった．

どの症状を生じる）をきたすこともある．塞栓は発症

メチシリン耐性ブドウ球菌は 7.5% のみであったが，薬

初期に多く，繰り返すことが多いがアスピリンの投与

剤感受性の記載は半数程度でしかなく，実際にはもっ

は効果なくむしろ出血のリスクを増やすため推奨され

と多い可能性がある．カンジダ属は 2.5% であった．

ていない．疣腫の性状（大きさ，可動性）から塞栓症

心臓超音波検査では小児例が多いこともあり経胸壁

の発症を予測することは困難であるが，死亡例の調査

心臓超音波検査での診断例が多いが，疣腫の検出例は

では 20 mm 以上の疣腫の存在は病院死の危険因子で

63% であった．CHD は構造が複雑であり，また手術

あったことから，外科的治療が考慮される．

操作が加わることで疣腫の診断は必ずしも容易ではな
く，疣腫を検出できなかった場合でも IE を否定する

4.

治療

のは難しい．心臓超音波検査においては疣腫の検出の

基本的な治療方針は日本小児循環器学会のガイドラ

みではなく，心機能評価や弁逆流の程度・成因の評価

インによれば “疣腫内の起因細菌あるいは真菌を抗菌

といった合併症の診断も重要な役割である．特に後述

薬の静脈内投与により死滅させ，弁膜を含めた心臓構

する弁周囲膿瘍は急激に血行動態の破綻を生じ，高率

造物の破壊性病変の進行を抑止し，機能を温存し，臓

に外科治療を要することからその診断は重要である．

器合併症を予防・治療すること” である．内科治療の
詳細（抗菌薬療法）に関してはガイドラインに詳細を

3.

譲る．外科治療に関しては，先天性心疾患特有の問題

合併症
IE においては，その合併症から IE の診断にいたる

がある．

ことも稀ではなく，合併症に精通していることが必要
とされる．

内科治療

心不全

あった．ペニシリン系の抗菌薬が中心（57%）であり

学会調査では平均抗菌薬投与期間は 30±16 日間で
バンコマイシンの使用は 12% であった．14% の症例

心不全は 23% において認められていたが，上述の

では血液培養で起因菌が同定できなかった．

ように予後に最も影響を及ぼしうる合併症であり，ま
た急性期外科治療の危険因子でもある．心不全は，適

外科治療

切な抗菌薬治療が行われていても発症することがあ
り，特に治療開始後 1 ヶ月以内においては急速な進行

合併症として弁逆流により心不全に至る場合には弁

に関して注意が必要である．成因としては弁破壊によ

への介入が必要である．罹患部分が小範囲であれば形

る逆流の増加が多い．体肺動脈短絡の狭窄，Rastelli

成術が行われるが，形成が困難な場合は弁置換術が行

術後の導管狭窄など CHD 特有の血行動態にも留意が

われる．しかしながら小児においては人工弁サイズと

必要である．身体所見では心雑音の変化に留意する．

いう問題があることから判断が難しくなる．相対的に

心臓超音波検査が診断，程度評価には有用である．心

大きな人工弁を体格の小さな小児に使用するためには

不全併発例では活動期であっても積極的に外科的な治

何らかの工夫が必要となる．また機械弁を使用した際

療を考慮する必要がある．

には抗凝固療法が必要となるが，外傷や将来の妊娠に

弁周囲膿瘍は特に急激に血行動態の破綻をきたすこ

影響する．感染性心内膜炎の急性期でも感染があるい

とが多く，通常内科的治療では改善が見込めないた

は心不全がコントロールできない場合には外科治療を

め，診断の時点から外科的治療を考慮しながら治療を

考慮する．CHD に多い右心系の病変では人工材料の

進める．臨床所見，心臓超音波検査は有用である．心

感染が少なくないが，感染人工材料の交換を含めた再

電図上新たな房室ブロック，脚ブロックを認めた際に

手術を考慮する．
学会調査では 239 例中 61 例（26%）に急性期手術

は強く疑う．

が行われていたが手術時年齢は 16.0±15.5 歳と比較的
高かった．男性 42 例，女性 19 例．罹患弁では大動脈

塞栓・梗塞

弁に罹患したもので急性期手術が多かった．導管への

左心系あるいは右左短絡を有するチアノーゼ性心疾
8
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Table 3

Cardiac condition and endocarditis prophylaxis.

感染例 10 例中 4 例で急性期手術を要していた．起因

きくない10） と判断し，軽度リスク群を除き予防投薬

菌の種類と急性期手術に関連は認められなかった．

を推奨するという世界の潮流とは逆の方針を堅持した
（Table 3）．

III．共同研究を踏まえて〜予防

前述のごとく，2007 年アメリカ心臓協会は IE に関

IV．共同研究後：感染性心内膜炎の予防

する予防投薬を高度リスク群の歯科治療に限定した．

アメリカ心臓協会のガイドライン改定後，しばら

諸外国も追従し，多くの国で予防は高度リスク群のみ

くの間 IE の発症数に変化はない 11‒13），あるいは連

に限定あるいは完全に中止された．アメリカ心臓協会

鎖球菌属による IE は増加していない14），小児におけ

が予防を高度リスク群のみに限定した背景の一つは，

る IE は増加していない15） といった論文が次々と発

歯科処置に伴う菌血症よりも日常的な行為により生じ

表された．様子が変わってきたのは 2015 年からであ

る菌血症で発症する IE が多いためである．これは日

る．アメリカから IE はガイドライン変更前から増加

本での共同研究においても誘因となる手技が判明して

傾向にあるが，ブドウ球菌属による IE の増加率はガ

いるのは 33% に過ぎなかったことから同様であると

イドライン変更前後で変わらない一方で連鎖球菌属に

考えられる．もう一点は予防抗菌薬投与の有効性の根

よる IE の増加率はガイドライン変更後大きくなって

拠になる大きなデータがないことである．小児におい

いると報告された16）．そして英国では The National

ては抜歯後の菌血症を減少させるという報告はあるも

Institute for Health and Clinical Excellence のガイ

のの

9）

ドラインにより 2008 年 3 月以降 IE に対する抗菌薬の

IE 発症に対する抗菌薬の予防投与の効果を証

予防投与は中止されているが，その前後で予防投与の

明した報告はない．
もう一つ留意しなければいけないことはアメリカ心

処方数は減少し IE の発症数は増加していると報告さ

臓協会のガイドラインにおいて高度リスク群の歯科処

れた17）．小児ではまだこのような報告はないが，成

置には予防を継続したことである．この高度リスク群

人においてはガイドラインの変更前後の状況から，従

の “高度” は罹患の確率が高いという意味ではなく，

来の予防内服が一定の効果はあるもののコストベネ

罹患した場合に重症化しやすいという意味での “高度”

フィットの面では抗菌薬の予防投与の妥当性にまだ問

である．すなわち中等度リスク群に予防を行わないと

題があるという認識に変わりつつある．もちろん実務

いうことは中等度リスク群では発症しても症状は高度

的に予防をどのようにするかはまだまだ情報不足であ

リスク群に比較して軽症であるから予防を行わないと

り議論の余地があるが，ガイドライン作成時の日本小

いうことである．

児循環器学会の判断は筋が通ったものであったと個人

米国からの小児 IE の死亡率は心室中隔欠損症に関

的には考えている．

しては 1% と報告されているが，日本小児循環器学会
の調査でのそれは 3.8% であり心臓手術の死亡率より

以上，日本小児循環器学会が主導で行った IE に関

も高い．また同調査では中等度リスク群での歯科処置

する多施設共同研究の内容とその成果，そしてその後

後の IE 発症を 6% で認めている．そこで日本小児循

の国内外の予防に関する考え方の推移について概説し

環器学会では中等度リスク症例といえども IE は決し

た．我々はこのような不十分な情報しか得られない状

て軽い疾患ではない，また予防投薬のデメリットが大

況でどのように判断し，どのような方針をとるかとい
9
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う悩ましい状況にしばしば遭遇する．この日本小児循

2008; 101: 114‒8.
8) Murakami T, Niwa K, Yoshinaga M, et al. Factors associated with surgery for active endocarditis in congenital
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いである．

利益相反関係の開示

本研究に関する利益相反はありません．
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Infective endocarditis in patients
with congenital heart disease
̶Knowledge from Japanese joint research̶
Tomoaki Murakami

Chiba Childrenʼs Hospital
Abstract

The morbidity and mortality of infective endocarditis in adults with congenital heart disease are signiﬁcantly higher than those in the general population. Patients with congenital
heart disease frequently require surgical intervention and are typically at high risk for infective endocarditis even in postoperative conditions. In a Japanese multicenter study conducted
for assessing infective endocarditis among patients with congenital heart disease, approximately more than half of the patients with infective endocarditis were of postoperative status.
Therefore, lifelong prophylaxis for infective endocarditis is essential for several patients with
congenital heart disease. Considering from a global perspective, however, prophylactic medication for infective endocarditis has decreased; one reason for this is the lack of sufﬁcient
evidence regarding the efﬁcacy of the medication. However, in the guidelines on the Management and Prevention of Infective Endocarditis in Congenital Heart Disease and Pediatric
Cardiac Disease by the Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery in 2012,
prophylactic medication for infective endocarditis has been aggressively recommended. Moreover, the Guidelines for Prevention and Treatment of Infective Endocarditis by the Japanese
Circulation Society in 2017 have recommended the medication as well. In the present review,
knowledge from the Japanese multicenter study and the guidelines from Japanese Society of
Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery is summarized.
Key words : infective endocarditis, congenital heart disease, prophylactic medication, guideline,
multicenter study
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