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はじめに
弁付心外導管(extracardiac valeved conduit)
を用いたRastelli手術''は、複雑心奇形に対する
根治術として広く採用されその手術成績も安定
してきている。しかし、移植弁の変性や患児の
成長に伴うグラフトサイズの相対的狭小化等に
より、再手術を要することが知られている。 8
年前同手術を施行した女児例にCandida albi‑
cansによる真菌性心内膜炎が発症したが、再手
術と抗其菌剤使用によって寛解した症例を経験
したので報告する。
症例
患 者:13才、女児
主 訴:発熱、労作時息切れ

科人院。 1月20日の静脈血培養でCandidaalbi‑
cansが検出されたため、当院内科転科後
amphotericin B, 5‑flucytocin, fluconazoleを用い
た抗真菌剤療法がおこなわれた。しかし、炎症
所見の寛解、再燃を繰り返すため再手術目的に
て9月20日当科再転科となった。
入院時現症:眼喰結膜にて貧血をみとめ、聴
診では胸骨左縁第2肋間にLeveine4度の収縮
期雑音と第4肋間に2度の拡張期雑音を聴取し
た。腹部では肝を4横指、牌を5横指触知した。
入院時検査成績:WBC 2,300 RBC 272×
10

HGB8.0g/AS. HCT23.6%

PLT6.4

101と汎血球減少症を呈していた

×

CRPは

0.8mg/dβと比較的低値であり、他の検査値で
は異常値はみられなかった。

家族歴:特記すべきことなし
既往歴:特記すべきことなし
現病歴:昭和53年7月12日出生。生直後より

胸部レ線像:心胸郭比60.3%と心拡大がみら
れたが、肺野に異常陰影はなかった。
術前心臓カテーテル検査:心内圧では、右心

聴取された心雑音により精査目的にて当科紹介

室肺動脈間の庄較差は26ramHg、 RV/LV収縮期
圧比は0.95であった(表1)0
造影では心外導管の狭窄所見はみられなかっ
たが、導管内の移植生体弁位での逆流が認めら
れた。左心室造影では、VSDの遺残短絡はなかっ

と

な

り、 Truncus Arteriosus (Collett‑ Ed・

wards分類Ⅱ型)の診断のもとに、昭和58年5
月30日当科においてRastelli手術(Carpentier‑
Edwards20mm)を施行O軽快退院後外来にて経
過観察中であった。
術後7年7カ月を経過した平成3年1月中旬
より頭痛、発熱、咳轍が出現した。 1月19日当

た(図1)。
心エコー検査.'右心房、右心室の拡張をみと
めたが、 vegetationは確認できなかった。
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表1.再手術前心臓カテーテル検査
部

位

圧 mm H g

PA W P

24 ′1 4 (18

R PA

8 5′3 0 (5 0 )

RV

1 10 ′1 5

RV EDP

22

RA

26 ′1 6 (20 )

LV

110 ′0

LV E D P
A0

18
1 00 ′65 (80 )

動脈血液ガス分析値: PCO232.2mmHg、
PO,68.8mmHg、 02SAT 94.0%と低酸素血症が
みられた。
以上より、 Candida albicansによるProsthetic
valve endocarditisとして平成3年10月9日に再
手術を施行した。
手術所見:胸骨正中切開時に上行大動脈を一
部損傷したため、予め留置していたF‑Fバイパ
ス下に中心冷却を開始し心停止を得た。癒着が
高度のため大動脈遮断は行わず、直腸温20℃、

Abbreviations : PAWP, Pulmonary artery

右大腿動脈送血、上・下大静脈脱血による完全
体外循環とした。

wedge pressure ; RPA, Right pulmonary

心外導管は肺動脈側を一部残してその大部分

artery; RV, Right ventricle ; RVEDP, Right

を摘出し、 Carpentier‑Edwards22mmの弁付導
管にて再置換した(図2)。体外循環時間は80分
39秒であった。摘出した生体弁は石灰化、退縮、
破裂がみられ高度に荒廃していたが、仮惟内膜
による狭窄は認められなかった(図3)0

ventricle end‑diastolic pressure ; RA, Right
atrium; LV, Left ventricle ; LVEDP, Left
ventricle end‑diastolic pressure ; AO, Aorta.
( ), mean pressure.

病理所見:摘出弁の弁尖の病理検査では、
PAS染色にて壊死組織の中に多数のCandidaの
胞子が確認されたが、グラフトの仮性内膜には
みられなかった(図4)0

図1.再手術前のグラフト造影
extracardiac valved conduitの生体弁位での逆流が認められた。
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s

摘出した生体弁の弁尖の組織である PAS染色にて壊死組織内に多数のcandidaの胞子がみられた。

術後経過:術直後より抗真菌剤の投与を再開
し、 4週間で漸減中止した。一過性の発熱はみ
られたが、経過は良好で動脈血液ガス分析値は

染性心内膜炎も遠隔期の問題点と指適し、82例

PO280.7mmHg、 02SAT 96.1%と改善、肝牌腫は
それぞれ2横指、 3横指と縮小傾向がみられ、
汎血球減少症はWBC 3,300 RBC 348×10PLT

をみ、内3例が死亡しており予後が悪い。

9.2×104と軽快し45病日で退院となった。術後

が、通常初期に於ては症状が特異性に乏しく、

11カ月の現在外来通院中であるが、炎症所見は
みられず健在である。

血液培養による検出率も決して高率でないこと

の遠隔期追跡症例中8例にみられ内5例が死亡
したと報告し、八木原ら5'も49伊I仲4例の感染

真菌性心内膜炎は、抗生物質の使用、静脈内

1

カテーテル留置等によって発生することが多い

から診断が遅れることもあり、抗真菌剤のみに
よる治療だけでは死亡率が高い。さらなる問題

考

察

は、術後一旦軽快したにも関わらず再感染が多
いことで、Stulzら6'は再感染のため三度の弁置

extracardiac valved conduitを用いたRastel】i手
術l)は、総動脈幹症に対する根治手術として現
在広く行われているが、退縮、石灰化といった

換を繰り返した症例を報告しており、術中の

人工弁の変性やグラフト内の仮性内膜の増生に
よる狭窄、息児の成長に伴うconduitの相対的
狭窄等によりvalved conduitの機能不全をきた

と術前後の抗真菌剤投与、amphotericinBを用
いての心願内洗浄8'を強調し、抗真菌剤と弁置

し、将来再置換手術を要し2'初回手術より準備
をして置くべきといわれている3'。また今井ら4'
によると、右心系に大きな異物を入れるため感

本症例は感染性心内膜炎の中でも予後不良な

6.5%iodinesolutionによる心胆内洗浄の有効性
を述べている。また7)
Turnierらは早期の弁置換

換術の併用が死亡率を下げると報告している。

Candidaalbicansによるprostheticvalveen‑
docardaitisのため再置換手術を施行した。術前

宮 城 和 史 ほか
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はamphotericin B, 5‑f】ucytocin, fluconazoleを適
宜併用した大量抗真菌剤治療を行なったが、術
中所見では感染は生体弁のみに限局しており
conduitや心筋内への炎症波及はみられず術前
の内科的療法はある程度有効であったと思われ
た。心握内洗浄を施行しなかったが、 valved

2) Schaff. H. V., Didonato, R. M., Danielson, G.

conduitの置換術後はfluconazoleを4週間漸減し
つつ投与し、炎症反応の下降をみて軽快退院と

3)安井久喬:乳児期valved conduit手術.討
論1.胸部外科41 :94‑95. 1988.
4)今井康晴ほか: Extracardiac conduit手術
(ECR)82例の遠隔成績の検討、日心血外会
誌16: 111‑113, 1986.
5)八木原俊克ほか: External conduitを用い
た肺動脈再建術の遠隔成績.日心血外会誌

なった。再感染の報告が多いため、今後慎重に
経過観察していく方針である。

結

inf

1)総動脈幹症でRastelli手術を施行後8年目
に真菌性心内膜炎を併発した症例に対し、心
外導管の再置換術を行い救命することができ
た。
2)術前術後を通して抗真菌剤を投与し、其菌
感染の他‑の波及を防ぎ且つ再燃を予防し
た。かかる症例に対しては積極的な再手術と
杭真菌剤の効果的な併用が肝要と思われる。
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A Case Report of Reoperation for Prosthetic Valve Endocarditis
due to Candida albicans after 8 years Rastelli s Operation
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ABSTRACT

A case of a 13‑year‑old girl who developed prosthetic valve endocarditis due to Candida albicans
is discribed. The patient had undergone Raste日i's operation with extracardiac valved conduit 8
years

ago.

The

patient

was

reoperated

to

rep一ace

the

extracardiac

valved

conduit,

because

signs

of

infection did not disappear dispite treatment with anLifungal agents. The excised valve was calcified
and ruptured severely. Pathological examination revealed spores of Candida in the prosthetic valve.
Fluconazole was re‑administered intravenously 400mg per day intermediately after operation, and
the dose was gradually decreased for 4

weeks. Candida albicans could not be isolated from blood

cultures postoperatively, and the patient was discharged without any inflammatory findings on the
45th postoperative day. Proshetic valve of endocarditis due to Candida albicans should be treated by
a combination of antifungal agents and aggressive reoperation.

