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【主訴】  発熱、腹痛	

【現病歴】	

入院1週間前より40度の発熱があり、近医で抗生剤使用
して解熱したが、抗生剤治療を中止すると発熱が再発
した。	

熱源の検査目的に当院を紹介受診した。	

心臓エコー検査で僧帽弁に疣贅を認め、感染性心内膜
炎の診断で入院加療となった。	
	

【既往歴】心雑音の指摘なし　	

【薬剤歴】なし（IVドラッグを含め）	

	

症例　25歳男性	



【身体所見】	
[Vital signs]体温:38.0℃, 脈拍:128/min, 血圧:110/84mmHg 
呼吸数：18/min，SpO2 98%（Room Air）	
[頭頸部]眼結膜(出血斑＋),　齲歯＋　	
[心臓]心尖部に収縮期雑音＋　	
[四肢]Osler結節＋, Janeway結節＋ 	
【検査所見】	
[血液検査]	
<血算> WBC 8950/μl, Hgb 13.7 ｇ/ｄｌ	
<生化学> BUN 12 mg/dl, CRE 0.6 mg/dl, CRP 24.68 mg/dl 	
[画像検査] 	
<造影CT検査> 脾臓に塞栓を認める	
<心エコー> 僧帽弁に疣贅あり大きさ12mm, MRⅢ, TRⅡ	
[微生物検査]	
<血液培養検査>3セット陽性(MSSA)	



明らかな心不全徴候なし	



特に既往がない25歳男性	
	

1週間持続する発熱を主訴に入院	
	

心エコー検査で僧帽弁に疣贅あり	
	

血液培養でもMSSAが検出	
	

感染性心内膜炎の診断となり抗生剤加療を開始	

症例のまとめ	



疑問	

本症例は、脾臓に塞栓を認め、疣贅が大きく、再度塞栓
症状を生じるリスクがあるのではないかと考えた	
	
抗生剤治療で保存的に治療して良いのか、早期手術が
望ましいのか判断に迷った	
	



自然弁の感染性心内膜炎の手術適応について	

ガイドラインを調べてみた	

本症例は、上記項目はいずれも満たさなかったが、 
心内膜炎の早期手術について文献的な検索を行ってみた。 

Eur Heart J. 2009 Oct;30(19):2369-413.	

Circulation. 2005 Jun 14;111(23):e394-434.	

ACC/AHA ガイドライン	
 

①中等度-重度の心不全	
②弁輪周囲への感染拡大	
③抗生剤治療困難な原因菌	
④複数の塞栓症状 
(決まった数はない)	

ESC2009ガイドライン	
 

①中等度-重度の心不全 
(難治性の肺水腫や心原性ショック）	
②コントロール不良の感染	
（膿瘍、動脈瘤の形成や1週間以上
持続する菌血症）	
③塞栓症状の予防 
(10mm以上で多発塞栓や合併症が
あるとき、15mm以上の疣贅)	



EBMの実践　5 steps	

Step1　疑問の定式化（PICO）	
	
Step2　論文の検索	
	
Step3　論文の批判的吟味	
	
Step4　症例への適用	
	
Step5　Step1-4の見直し	



Step1：疑問の定式化(PICO)	

l  P：僧房弁に感染性心内膜炎を来した25歳男性	

l  I：早期手術を施行した場合	

l  C：保存的加療をした場合	

l  O：死亡率や塞栓の合併症が減少するか	

治療の論文を検索する	



Step2:論文の検索	

l  Pub Medを使用	

l  Endocarditis/early surgery/treatment で検索 
l  Article typeをClinical trialに設定すると上から 
　4番目に出てくる。	





Step3 批判的吟味	

JAMA evidence 
「Users’ Guides to the Medical Literature」	

を参考に批判的吟味を行った。	



論文の背景	

感染性心内膜炎の手術の適応とタイミングは、	  
依然としてControversialである。	

感染性心内膜炎患者に対して、早期手術した群	
と保存的加療をした群に分けてRCTで比較検討した。	



論文のPICO	

l  P(Patient) 
　 2006年7月から2011年3月までに韓国の2施設 

に登録された感染性心内膜炎患者76人	

l  I(Intervention) 
    ランダム化後48時間以内に手術を施行した群(37人) 

l  C(Comparison) 
    保存的加療(39人) 

l  O(Outcome) 
     ランダム化後6週間以内に生じた入院死亡、塞栓イベント	



論文のPICO	

P(Pa1ent)	  
Inclusion	  criteria	  
①18-‐80歳	
②左心系・自然弁の感染性心内膜炎	
③塞栓リスクが高い	
　・修正Duke	  criteriaを満たし	
　・重度の僧帽弁・大動脈弁疾患があり	
　・疣贅が10mm以上の患者	



論文のPICO	

Exclusion	  criteria	  
①中等度-‐重度の心不全	
②IEに伴うheart	  block	  
③大動脈弁or弁輪周囲の膿瘍形成	
④緊急手術を必要とする破壊性貫通性病変	
⑤真菌性感染性心内膜炎	
⑥80歳以上	
⑦診断時に出血リスクが高い、塞栓症状がある	
⑧重度の併存疾患がある(癌など)	  
⑨人工弁	
⑩右心系の感染性心内膜炎	
⑪疣贅が10mm以下	
⑫IEの診断後7日以上経過し紹介となった	



論文のPICO	

I(Intervention)	
    ランダム化後48時間以内に手術を施行した	
C(Comparison)	
    AHAガイドラインに沿った治療を施行した	



論文のPICO	

O(Outcome)	
Primary outcome：ランダム化後6週間以内に生じた入院死亡	
　　　　　　　　　　　 または塞栓イベント（※）	

　（※臨床的な症状や徴候を伴う、急性の新規発症で、画像で確認できる塞栓症）	

	
Secondary outcome：6か月後の死亡、塞栓イベント	
　　　　　　　　　　　　　 IEの再発、心不全発症による再入院	

Primary outcome Secondary outcome 



論文のPICO	

倫理的配慮の記載もされている	



１：結果は妥当か	

ランダム割り付けされている	
ランダム割り付けが隠蔽化されている	

介入群と対照群は同じ予後で開始したか	



ベースラインは2群間で同等であった	

１：結果は妥当か	



１：結果は妥当か	

治療背景は2群間で、	
抗菌薬のレジメ内容や治療期間は同等であった	



１：結果は妥当か	

l  ランダム化割り付けされているか？	

l  コンピューター割り付けでランダム化されている	

l  隠蔽化もされている	
	



１：結果は妥当か	

l  全ての患者の転帰が結果に反映されているか	

l  治療脱落者も解析に含まれておりITT解析されている	

l  追跡率は100%・脱落率は0%	

※ただし、AHAガイドラインに従った治療群の39人のうち、 
入院中に27人、外来フォロー中に3人が手術を受けた	

※手術を受けた患者のうち、 
8人が緊急で手術されており、 
22人が左室機能不全や有症状で待機手術を受けていた	

AHAガイドライン治療群は39人のうち、 
最終的に30人（76.9%）が手術の方針となった	



１：結果は妥当か	

l  盲検化されているか？	

l  治療に関しては、抗生剤と手術なので、盲検化は 
不可能	

l  サンプル数は計算されているか？	

l  74人のサンプルが必要と計算されている	
	

l  試験は早期中止されているか？	

l  中止されていない	

	



②結果は何か	

死亡率は差がない	

塞栓症状は早期手術で 
著明に減少した	

Primary outcome全体 
では有意に減少した 



②結果は何か	

イベントあり	 イベントなし	 合計	

早期手術群	 1人	 36人	 37人	

保存的加療群	 9人	 30人	 39人	

合計	 10人	 66人	 76人	

治療効果の大きさはどれくらいか	
追跡期間：6週間	
早期手術群の発症率=1/37=2.7%	
保存的加療群の発症率=9/39=23.1%	
RRR=88.3%	
ARR=20.4%	
NNT=5　（95%CI 3-16）	

治療効果の推定値は正確か	
各々の95%CI区間の範囲は適切	
	
※NNTの95%CIはexcelを用いて
計算した	

Primary outcomeの発症率の比較	



Step4　症例への適用	

患者のベースラインと本論文のベースラインを比較	
・25歳男性	
・自然弁で左心系の感染性心内膜炎	
・起因菌がMSSA	
・疣贅が12mm	
・重症の僧帽弁閉鎖不全症	
・脾臓への塞栓症状	
	

その他の除外基準は含まれていない	
本論文の要件を満たしている	

早期手術によって死亡率を下げることはできない
かもしれないが、塞栓の予防は期待できそう	



本症例の経過	

塞栓症状もあるため循環器・心臓血管外科にコンサルトし、 
本人・家族も含めて手術に関して協議を行った 
 

手術は侵襲が大きく、本人の不安も大きいため、 
家族は可能な限り保存的加療を継続する方針を希望した 
 

結果的には、疣贅は増大傾向になり、抗菌薬治療のみで
は治療困難と判断し、手術の方針となった 
僧帽弁に対して自家弁移植を行い、手術は無事に成功し、
退院となった 



Step5　1-4の見直し	

本症例は、自然弁の左心系感染性心内膜炎であり、	
保存的加療と比較し48時間以内に早期手術を行った方
が6週間後の塞栓イベントが減らせる可能性がある	
	

またNNT：5（95%CI 3-16）であり効果が期待できる可能性
が高いと考えた	

この論文の内容を適応するに当たって、
他に考慮すべきことは？	



論文の起炎菌と予後	

l  起炎菌は、S.aureusが76症例中8例（10.5%）	
l  起炎菌の頻度を調べてみると、S.aureusは31%と 

報告されており、本論文では少ない印象がある	

l  予後が非常に良好	

l  本論文では6ヵ月後の死亡率は76人中3人（3.6%）である	

l  心内膜炎の入院死亡率は18-23%、6ヶ月後の死亡率も
22-27%と報告されている 
	

UpToDate参照	

重症患者を除外している為、一般的な感染性心内膜炎
の疫学とは異なる印象がある	



さらに･･･	

l  薬剤と違い、手術治療においては、	

l  技術的に論文と同様の治療が提供できるか	

l  48時間以内に手術を可能にできるほどのマンパワ
ーが確保できるか	

　を考慮する必要がある	

l  そこで、Studyが行われた施設について調べ
てみた	



Studyが行われた施設について	

施設の背景を調べるため、 
・Asan Medical Center 
・Seoul National University Hospital 
に関して、Google検索してみた	



http://eng.amc.seoul.kr/	

Studyが行われた施設について	
l  Seoul National University Hospital 

l  医師数：1337人	

l  看護師数：1801人	

l  病床数：1792床 
（うちICU 102床）	

l  手術件数：55052件	

l  Asan Medical Center 
l  医師数：1400人	

l  看護師数：3000人	

l  病床数：2680床	

l  手術件数：62637件	

いずれもIEの手術件数や医療体制についてはわからなかった	

http://www.snuh.org/english/	



まとめ	

l  心臓血管外科の手術の熟練度・手術件数などを
考慮する必要がある	
l  日本の多くの心臓血管外科の体制を踏まえると、論文

の内容をそのまま適応してよいかどうかは疑問	

l  手術件数や手術成績についての比較検討が必要である	

l  論文では、48時間以内に手術ができる体制であ
ることが前提	
l  日本の一般的な急性期病院に当てはめて考えることに

は疑問が残る	

論文を患者に適応する際には、患者背景の一致をみるだけでなく、 
「論文と同様の質の手術が提供できるか」という視点が重要である	



終わり	


