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１．感染性心内膜炎（Infective Endocarditis）

感染性心内膜炎（Infective Endocarditis，IE）早期
診断と的確な治療を行わないと多岐にわたる合併症
を生じる死亡率の高い疾患であり，その発生には歯
科診療が深く関与しているため歯科医師は必ずその
病因とリスクについて理解していなければならな
い。発症した後には循環器内科において治療が行わ
れることとなるが，濃厚な治療が行われても重篤な
転帰をたどることがしばしば認められる。発症より
も予防が肝要であることは言うまでもなく，歯科医
師は適切な予防策を講じ，不運にも発症した場合に
は迅速に循環器内科への対診を行うべく，観察を
怠ってはならない。
⑴ 感染性心内膜炎の概念と病態

心内膜炎とは弁膜，心内膜，および大血管内膜な
どに細菌や真菌が感染して生じる炎症性疾患であ
る。感染巣には細菌や真菌の集簇からなる疣腫

（vegetation）が形成され，弁膜組織の破壊が進行
し，心臓の器質的疾患の増悪を来す。

多くの場合，弁膜症や先天性心疾患などの何らか
の器質的心疾患を基礎疾患として，歯科治療のよう
な菌血症を生じうる手技，処置，および小手術，あ
るいは尿路感染症，肺炎，および蜂窩織炎などの菌
血症を生じうる感染症を誘因として発症する。

⑵ 感染性心内膜炎の基礎疾患
感染性心内膜炎を発症しうる基礎心疾患として，

先天性シャント疾患，弁置換手術後，感染性心内膜
炎の既往，およびほとんどの弁膜症が挙げられる

（表１）先天性シャント心疾患の代表的なものに単心
室，完全大血管転位，Fallot 四徴症，および心室中
隔欠損症などがある。弁膜症には大動脈弁閉鎖不全
症，大動脈弁狭窄症，僧帽弁閉鎖不全症，僧帽弁狭
窄症，三尖弁閉鎖不全症，および僧帽弁逸脱症など
があるが，狭窄症よりも閉鎖不全症において発症す
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感染性心内膜炎とはどのような疾患で，歯科治療においてはどのような点に注意すれば良いで
しょうか。

表１ 感染性心内膜炎のハイリスク群１）

１）特に重篤な感染性心内膜炎を生じる可能性が高い心疾
患
・生体弁を含む人工弁置換術患者
・感染性心内膜炎の既往を有する患者
・複雑性チアノーゼ性先天性心疾患（単心室，完全大血

管転位，Fallot 四徴症）
・体循環系と肺循環系の短絡造設術を実施した患者

２）感染性心内膜炎を生じる可能性が高い心疾患
・ほとんどの先天性心疾患
・後天性弁膜症
・閉塞性肥大型心筋症
・弁逆流を伴う僧帽弁逸脱

３）感染性心内膜炎を生じる可能性が必ずしも高くはない
疾患
・人工ペースメーカーあるいは ICD 植え込み患者
・長期にわたる中心静脈カテーテル留置患者
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ることが多い。また僧帽弁閉鎖不全症を高率に合併
する閉塞性肥大型心筋症も基礎心疾患となり得る。
その他永久ペースメーカー植え込み後でも感染性心
内膜炎を生じることがあり，何らかの心疾患を有し
ていれば感染性心内膜炎発症のリスクを有している
と考えた方が良い。

２．感染性心内膜炎の診断

感染性心内膜炎に罹患すると約８０％の患者におい
て２週間以内に症状が発現する１）。亜急性ないし急
性の経過をとり，その主な症状は感染症状，心症
状，および塞栓症状に分けられる。感染症状として
は発熱，発汗，悪寒，肝脾腫，貧血，白血球増多，
好中球増多，白血球減少，血沈・CRP 亢進，およ
び尿蛋白などが見られ，心症状として心雑音，心拡
大，動悸，呼吸困難，および心不全などが出現す
る。しばしば塞栓症状を合併するのがこの疾患の特
徴でもあり，皮膚・粘膜・爪下の出血斑，指先のオ
スラー痛斑，眼底のロート斑，臓器出血，敗血症性
の脳梗塞，および腎梗塞なども生じる。時として感
染性動脈瘤が形成され，脳動脈瘤破裂を生じて急激
に重篤化する場合もある。
病理学的には弁膜における疣腫（vegetation）の存在
が証明されれば確診に至るが，臨床的には Duke の
診断基準が用いられる（表２）。何らかの心疾患を有

した患者が，歯科治療を受けた後数週間以内に発熱
を認めるようになり，肺炎，尿路感染症，およびそ
の他の感染症が否定的で炎症巣が確定されず，『不
明熱』であると考えられた場合，感染性心内膜炎が
疑われ Duke の診断基準に従い血液培養が行われ，
診断が確定される。検出される菌では Streptococ-
cus viridans（緑色溶連菌），Enterococcus fecalis

（腸球菌），Streptococcus agalactiae（B 群溶連菌），
Staphylococcus aureus（黄 色 ブ ド ウ 球 菌），
MSSA：methicillin sensitive SA，MRSA：me-
thicillin resistant SA，および Staphylococcus epi-
dermidis（表皮ブドウ球菌）などが多い。

３．感染性心内膜炎の予防１）

歯科治療における感染性心内膜炎発症の予防に際
して，第一には患者が感染性心内膜炎発症のリスク
群であるか否かを把握することである。表１の１）
および２）に挙げた群では特に重篤な感染性心内膜
炎となり可能性があるため，予防策が必要である。
３）に挙げた群でも予防策を講じた方が良い。
⑴ 予防が必要な処置

感染性心内膜炎の予防として抗菌薬投与をしなく
てはならないものとして，出血を伴ったり根尖を超
えたりするような大きな侵襲を伴う歯科手技，抜
歯，刺繍手術，スケーリング，インプラント植え込
み，および歯根管に対するピンなどの植え込みなど
が挙げられる。
⑵ 予防方法

ハイリスク患者において一般的予防法として，口
腔内洗浄を推奨し，定期的な歯科受診を勧め，また
正しい口腔内ケアの指導を行う。その上で，前述し
たような処置を行う際には，表３に挙げる具体的予
防策を講じる。いずれの場合でも，処置前に感染性
心内膜炎の予防に関するインフォームド・コンセン
トを得ることが非常に重要である。

４．感染性心内膜炎の治療

合併症がない，最も頻度の高い代表的な緑色溶連
菌心内膜炎の死亡率でも１０％，人工弁のアスペルギ
ルス心内膜炎に至っては死亡率１００％と，感染性心
内膜炎の予後は常に不良である。そのため的確な治
療が求められ，治療の原則は弁膜や心内膜に付着し

表２ 感染性心内膜炎 Duke の診断基準２）

大基準２つ，または大基準１つと小基準３つ，または小
基準５つ
＜大基準＞
Ⅰ．２回の血液培養陽性
Ⅱ．ＡまたＢ

Ａ）疣腫，膿瘍，または人工弁の新たな部分的裂開のい
ずれか

Ｂ）新規の弁閉鎖不全
＜小基準＞
ⅰ．素因となる心疾患
ⅱ．３８度以上の発熱
ⅲ．主要血管塞栓，敗血症性脳梗塞，感染性動脈瘤，頭蓋

内出血，眼球結膜出血，ジェーンウェイ発疹
ⅳ．糸球体腎炎，Osler 結節，ロート斑，リウマチ因子
ⅴ．１回の血液培養陽性，または感染性心内膜炎として矛

盾のない活動性炎症
ⅵ．感染性心内膜炎として矛盾のない組織破壊などの心エ

コー所見
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た起炎菌の完全死滅である。確定診断が付き次第，
可及的速やかに抗菌薬によるエンピリック治療が行
われる。エンピリック治療に際して抗菌薬は単剤と
せず，２剤以上を併用で開始する，原因菌として頻
度の高い代表的な菌種をカバーする抗菌薬を選択す
る，患者背景または発症の要因，および臨床経過等

を参考にして原因菌を推定して抗菌薬を選択する，
すでに抗菌薬が投与されていればそれを考慮して治
療法を選択する，および外科的治療を念頭に置くな
どに留意する必要がある。外科的治療は重症心不
全，抵抗性感染，および感染性塞栓症の発生があっ
た場合に検討される。疣腫が１０㎜を超えて大きい場
合には塞栓症発生の可能性が高くなるため，やはり
早期の外科的治療を検討する。エンピリック治療で
はペニシリンの場合通常の１０倍量を４週間以上投与
するなど，抗菌薬による副作用が発生しやすい状況
となり，その他心不全や塞栓症発生などへの配慮が
必要であり，治療は非常に複雑かつ慎重に行われ
る。外科的治療としては感染巣，膿瘍などの排除と
弁置換手術が行われることが多い。

Answer：大木貴博
東京歯科大学市川総合病院循環器内科
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表３－１ 歯科・口腔の手技，処置に対する抗菌薬によ
る予防法（米国ガイドラインに準拠）

対象 抗菌薬 投与方法

経口投与可能 アモキシシリ
ン

成人 ２．０g を処置１時間前
に経口投与

小児 ５０mg/kg を 処 置１時
間前に経口投与

経口投与不能 アンピシリン

成人 ２．０g を処置前３０分以
内に筋注または静注

小児
５０mg/kg を 処 置 前３０
分居ないに筋注または
静注

ペニシリン
アレルギーあ
り
経口投与可能

クリンダマイ
シン

成人 ６００mg を 処 置１時 間
前に経口投与

小児 ２０mg/kg を 処 置１時
間前に経口投与

セファレキシ
ン
またはセファ
ドロキシル

成人 ２．０g を処置１時間前
に経口投与

小児 ５０mg/kg を 処 置１時
間前に経口投与

アジスロマイ
シン
またはクラリ
スロマイシン

成人 ５００mg を 処 置１時 間
前に経口投与

小児 １５mg/kg を 処 置１時
間前に経口投与

ペニシリン
アレルギーあ
り
経口投与不能

クリンダマイ
シン

成人 ６００mg を 処 置３０分 以
内に静注

小児 ２０mg/kg を 処 置３０分
以内に静注

セファゾリン
成人 １．０g を処置３０分以内

に筋注または静注

小児 ２５mg/kg を 処 置３０分
以内に筋注または静注

表３－２ 日本化学療法学会推奨歯科治療時抗菌薬予防
投与法

対象 抗菌薬 投与方法

ハイリ
スク群

アンピシリン ２．０g を加刀３０分前より点滴

クリンダマイシン ６００mgを加刀３０分前より点滴

リスク
が少な
く
経口投
与可能

アモキシシリン ５００mg を加刀４５分前に内服

セフジトレン ３００mg を加刀４５分前に内服

アジスロマイシン ５００mg を加刀４５分前に内服

クラリスロマイシン ４００mg を加刀４５分前に内服
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