収縮性心膜炎に心膜嚢腫を合併した
心不全症例に対する手術経験
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【目的】今回，我々は収縮性心膜炎に心膜嚢腫を合併した心不全症例に対する手術を経験したので報告する．
【症例】６
８歳，男性．２
０
１
１年６月頃より腹部膨満感と労作時の呼吸困難を認めたため，近医を受診．腹水貯留を指摘さ
れ他院に紹介．CT 検査にて心膜石灰化・肝腫大を認め収縮性心膜炎と診断された．利尿薬にて一旦症状が軽快し退院
したが，症状の悪化を認めたため手術目的で当院に紹介となった．術前の CT 検査・心臓 MRI 検査にて右室前面に肥
厚した心膜に被包化された心嚢液を認め，心膜嚢腫と診断．心膜嚢腫を合併した収縮性心膜炎で，右心不全症状が急速
に悪化しているため同年８月４日に準緊急手術を施行した．術中所見は，心臓前面に CT 所見通りの心膜嚢腫を認めた．
心臓周囲は強固に癒着していたため，心膜嚢腫内から剥離をすすめ，右室・右房周囲の石灰化した心膜を全て切除し手
術を終了した．術後経過は良好で，第１
６病日に退院．現在，外来にて心不全症状なく軽快している．
キーワード：収縮性心膜炎，心膜嚢腫，心膜剥皮術

脈拍７５／分，体温３６．
２℃
はじめに

胸部 X 線所見：心胸郭比４４％，
心膜の石灰化を認める．
血液検査所見：血算・生化学所見に異常はなし．

今回，我々は収縮性心膜炎に心膜嚢腫を合併した心

心電図所見：洞調律，V１-６誘導にて陰性 T 波を認

不全症例に対する手術を経験したので，文献的考察を

めた．

含め報告する．

エコー検査所見：左室拡張末期径／左室収縮末期径：
３４／２２mm，左室駆出率：６５％と心機能は良好であっ
症

例

た．
胸腹部 CT 検査：心膜に肥厚・石灰化を認め，右室前

症 例：６
８歳，男性．

面に被包化された心嚢液が存在．心膜嚢腫によって右

主 訴：息切れ

室が圧排された状態であった（図１）．

既往歴：６
４歳

肋骨外傷

心臓 MRI 検査：T２横断像にて心臓腹側面に約１１０mm×

糖尿病

３６mm の辺縁整の長楕円形の腫瘤を認めた．心膜と連

６
８歳
現病歴：

２
０
１
１年６月頃より腹部膨満感と労作時の呼吸困難を

続しており，内部は不均一で T２画像にて高信号を呈
していた．水平長軸像では収縮期と拡張期にて腫瘤で

認めたため近医を受診．全身浮腫および腹水貯留を認

運動が確認でき，心膜嚢腫と診断した（図２）．

め他院に紹介された．CT 検査にて心膜の石灰化・肝

冠動脈造影検査：冠動脈に有意狭窄はなし．

腫大を認め，収縮性心膜炎と診断された．利尿薬にて

右心カテーテル検査：PA ３８／２４
（３１）mmHg，PCWP

一旦症状は軽快し退院したが，症状の悪化を認め手術

（２８）mmHg，RV ５１／２３mmHg，RA（２６）mmHg，HR

目的で当院に紹介となった．結核の既往はない．

９９bpm．右室圧波形で，明らかな dip and plateau を

入院時現症：身長１６１cm，体重６３kg，血圧１２７／８０mmHg，

認めなかった．
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手術所見：胸骨正中切開を施行．心臓前面に嚢腫が存

分であった（図３）．

在した．両側胸腔に漿液性胸水をそれぞれ１，
０００ml ず

病理所見：心膜は石灰化を伴い硬化しており，血管と

つ認めた．上行大動脈の末梢前面にて心膜を切開し心

疎な結合組織からなる嚢腫であった（図４）．

嚢内に到達した．心膜との強固な癒着を認めたため，

結

嚢腫内を切開し内側より剥離した．嚢腫内容液は血性

り離脱した．術翌日には食事も開始し，リハビリも順

で膿を疑わせる所見はなかった．左室後面の心膜を残

調に進んだ．術後の心エコー検査も問題なく，第１６病

し，心膜嚢腫および心膜を切除した．手術時間は１
５５

日に退院となった．現在利尿薬などの投与の必要なく

果：術後経過は良好で，術４時間後には呼吸器よ

良好に経過している．

図３ 手術所見
左室後面の心膜以外の心膜を切除している．

図１ 胸腹部 CT 検査
心膜嚢腫により右室が圧排されている．

図４ 病理所見
H.E.染色（左上４０倍，左下・右上１
０
０倍）
心膜は石灰化を伴い硬化しており，
外膜にはリンパ球・形質細胞の浸潤を認めた．

図２ 心臓 MRI 検査
心臓腹側面に長楕円形の腫瘤認める．
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心膜剥皮術にて良好な結果を得た．
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An operative case of constrictive pericarditis with a pericardial cyst
Masahiro OSUMI１）, Takashi MATSUEDA１）, Tatsuo MOTOKI１）, Atsushi KURUSHIMA１）,
Takashi OTANI１）, Yoshiaki FUKUMURA１）, Yoshiyuki FUJII２）, Michiko YAMASHITA２）
１）Division of Cardiovascular Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
We describe the case of a ６
８-year-old man who developed constrictive pericarditis ２ months after an episode
of dyspnea on effort. Magnetic resonance imaging showed the presence of a pericardial cyst. Therefore, we diagnosed the patient as having heart failure owing to constrictive pericarditis with pericardial cyst and performed
pericardiectomy through median sternotomy without cardiopulmonary bypass. The patient’s postoperative course
was uneventful and he was discharged on the １
６th postoperative day.
Key words : pericardial cyst, constrictive pericarditis, pericardiectomy
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