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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　本邦2例目である心外膜嚢腫の8歳女児例を報告した．本例は術前にその可能性が推測された初めて

の症例である．

　患児は気管支炎に罹患した際に，胸部X線検査で左第3・4弓にまたがる異常心陰影を指摘され当科

を紹介された．超音波検査，X線CT検査，　MRI検査を施行したが，腫瘤の性状，心筋・心膜との位置

関係の判定には，MRI検査が最も有用であり，心外膜嚢腫の可能性が推定されたのもMRI検査だけで

あった．しかし，腫瘤が血行動態に及ぼす影響に関しては，ドップラーエコー法などで評価しやすく，

検査機器の普及度，安静の必要性などの問題もある．したがって異常心陰影の診断には心外膜嚢腫・心

膜嚢腫の存在にも留意した上で，これらの画像診断を総合的に検討する必要がある．

　　　　　　　　　　はじめに

　心膜は内外2葉からなり，内葉が心外膜epicardium

で心臓表面，大血管基部表面を包んだ後，反転して固

有心膜・pericardiumとして縦隔に連なり，内に心膜腔

を形成している．心膜嚢腫（pericardial　cyst）に関し

ては，1927年のEdwards1）の報告以来多くの報告があ

るが，心膜腔の内側にあって心臓表面から直接突出し

ている心外膜嚢腫（epicardial　cyst）の報告は極めて

稀である．著者らは本邦2例目である心外膜嚢腫の8

歳女児例を経験し，その診断上magnetic　resonance

imaging（MRI）が有用と考えられたので，若干の考察

を加えて報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：8歳女児．

　主訴：異常心陰影．

　現病歴：気管支炎に罹患した際に，胸部X線検査で

異常心陰影を指i摘され当科を紹介された．

別刷請求先：（〒700）岡山市鹿田町2－5－1

　　　　　岡山大学医学部小児科　　　鎌田　政博

　入院時理学的所見：全身状態は良好で，胸腹部，そ

の他に異常所見を認めなかった．

　血液検査所見：検血一般，赤沈，CRP，生化学的検

査などに異常を認めなかった．

　胸部X線像二心陰影左第3・4弓にまたがって球状

の腫瘤像を認めた．腫瘤内部に石灰化はなく，肺血管

陰影も正常であった（図1）．

　エコー所見：剣状突起下からの四腔像では，心臓左

外側・房室間溝をまたいで嚢腫を思わす腫瘤を認めた

（図2－1）．左室長軸像では腫瘤が左房を頭側に押し上

げていたが（図2－2），ドップラーエコー法でも僧帽弁

逸脱，僧帽弁閉鎖不全の所見は認めなかった．心室短

軸像では左室外側に5×3cm大の腫瘤を認めた（図

2－3）．エコー輝度を落としてゆくと腫瘤表面には心外

膜と同様の輝度が残り，腫瘤は心膜内に存在するもの

と考えられた．

　X線CT所見：左室の左外側に5×4cm大の腫瘤を

認めた．腫瘤自由壁は，左室背側から連続し心膜と考

えられる線状陰影に縁取られ，腫瘤が心膜内に存在す

ることを示唆していた．腫瘤内部のCT値は高く，心
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図1　入院時胸部X線所見

筋との境界・関係は不明瞭であった（図3）．

　MRI検査所見：使用機種はASAHI　MKJで，静磁

場強度は0．1Tesla，画像のマトリックスは256×256で

ある，繰り返し時間を心電図RR間隔に同期させた心

拍同期法では，T2強調像において腫瘤は高信号を示し

（図4－1，2），T、強調像ではやや低信号であり（図4－3），

腫瘤内容は蛋白・細胞成分に富んだ液体と考えられた．

腫瘤自由壁からは，高信号を示す心膜外脂肪層が横隔

膜に伸び，腫瘤が固有心膜内に存在することを示唆し

ていた．しかも心膜外脂肪層は接線方向で腫瘤自由壁

に接し，腫瘤，心膜外脂肪層，左室自由壁の間には拡

大した心膜腔と考えられる領域を認めた（図4－1，2）．

以上の所見より腫瘤の起源を推測すると，固有心膜か

ら発生した腫瘤が，肺よりコンプライアンスの低い心

臓方向に発育したと考えるより，心外膜より発生した

腫瘤が固有心膜を押し上げながら外側に発育したと考

えるほうが適切と思われた．

　手術所見：左第4肋間にて開胸を行った．固有心膜

を迷走神経に沿って開くと，表面平滑な55×65×40

mm大の緊満した嚢腫が，30mm径の底面をもって左

心室自由壁から突出していた（図5－1）．固有心膜は嚢

腫形成には関与せず，嚢腫自由壁は心外膜に連続して

いた．暗赤色の内容液を63ml穿刺吸引した後に切開を

加えると，内面には心房内壁に類似した肉柱構造を多

数認めた（図5－2）．嚢胞自由壁を切除した後に固有心

膜を疎に縫合し，ドレーンを挿入して型通りに閉胸し
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図2　エコー一所見：2－1）剣状突起Fからの四腔像，

　2－2）左室長軸像，2－3）左室短軸像〔LA左房，　LV

　左室，AO大動脈，＊腫瘤）

た．

　嚢腫内容液は，僅かな血球成分を混じた血漿類似の

成分からなり，蛋白濃度は5．7g／dlと高値であった．組

織学的に嚢胞壁は線維性結合織を主体とし，脂肪組織

を一部に混じた固有心膜類似の構造を有し，炎症細胞

の浸潤は認めなかった（図6）．

　以上の所見より，腫瘤は心外膜嚢腫と確認された，

術後は特別な治療を行わずに経過良好である．
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図3　胸部CT所見．左心室側方に5×4cm大の腫瘤
　（＊）を認めた．腫瘤自由壁は心膜と考えられる線状

　陰影（↑）に被われていた．

1

　　　　　　　　　　考　　案

　心膜嚢腫に関しては，1927年のEdwardsi）による報

告以来，多くの報告がある．その発生頻度は1／

100，0002）で，性差はなく20～30代に発生頻度が高い

（62％）といわれている3）．

　臨床症状については，Feiginら4）が無症状59％，胸痛

22％，呼吸困難8％，持続性咳噺4％と報告している．

したがって，胸部X線検査で偶然に発見される症例も

多く，Mc　Allisterら3）によれば，その発生部位は右横

隔膜角70％，左横隔膜角22％，上前縦隔4％，後縦隔

4％であり，横隔膜角部とくに右横隔膜角部腫瘤の診

断に際しては，心膜嚢腫にも留意する必要がある．

　一方，心外膜嚢腫は心膜嚢腫の中で特異な位置を占

め，その報告は極めて稀である5）6）．著者らが調べえた

限りでは，本邦において明らかに心外膜嚢腫と考えら

れた報告はKomedaらの1例のみであり，外国文献で

もEdwardsらの報告を数えるにすぎない．これを自

験例とともに表1にまとめた．発見の契機は，いずれ

も異常心陰影であり，500mlの内容を有した1例で労

作時の息切れを伴っていた以外は，特別な症状を認め

ていない．また治療は全例に嚢腫自由壁の切除術が施

行されているが，いずれも経過は良好である，

　心膜嚢腫の画像診断に関しては，エコー検査，X線

CTの有用性についての報告が多くみられる，それら

によれば，エコー検査では心膜の前胸壁近傍は描出し

難く，腫瘤の性状，心膜との関係を評価することは困
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4－1）大動脈一左室を含む冠状断像

数（Nav）2，スライス厚（t）10mm〕

4－2）四腔を含む横断像：spin　echo法〔TE　60msec，　Nav　2，　t　10mm〕

4－3）四腔を含む横断像：inversion　recovery法〔繰り返し時間60msec，反転時間400

msec，　TE　18msec，　N　av　2，　t　10mm〕（LA左房，　LV左室，　RA右房，　RV右室，　AO

大動脈，＊腫瘤，↑心膜外脂肪層，☆心膜腔を含む領域）

図4　MRI所見
：spin　echo法〔エコー時間（TE）40msec，加算回

、
途
篭

Presented by Medical*Online



410－（74） 日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第3号

ぷ 竺三隅
　　咋竺撃麟紗炉⊥・

講鞭
5－2）ばぷ　裟

幾
　　　　　　　　　　　　　　図5　手術所見・写真

5－1）固有心膜（↑）内に左室自由壁から突出する腫瘤（＊）を認めた．

5－2）腫瘤切開時の手術写真

ご〔　　’・R

図6　嚢腫壁のHematoxylin－Eosine染色・写真（×

　40）

難である7）が，嚢腫の形，大きさ，嚢腫と心室・心房と

の位置関係などの判定においてすぐれている8）．X線

CTでも，心室自由壁の輪郭を形成する心膜外脂肪層

を確認すること，造影剤を使用し冠動脈の走行を知る

こと，などにより心室壁・心膜との位置関係を判定で

きる9）．また，腫瘤内CT値により，腫瘤の性状，嚢腫

の可能性などを推測できるが，そのCT値は水様とは

限らず，本症例のように蛋白濃度が高い場合，細胞成

分が多い場合にはCT値がかなり高値を呈し，心室壁

との境界が不明瞭となる場合がある1°）．

　一方，最近ではMRIが種々の疾患に応用されてい

表1　心外膜嚢腫報告例のまとめ

報告者 Edwards5〕 Komeda6） 自験例

年齢 43y 7y 8y

性 男 女 女

主訴 異常心陰影 異常心陰影 異常心陰影
労作時息切れ

身体異常所見 II音奇異性分裂 （一） （一）

血液検査 正常 正常 正常

心電図 ウ 正常 正常

嚢胞

・部位 冠状静脈洞付近 右房右室騎乗 左室自由壁

・大きさ 500m1 55×33×？mm 55×65×40mm
・固有心膜 癒着（一）？ 癒着（一） 癒着（一）

との関係

手術法 嚢胞自由壁切除 嚢胞自由壁切除 嚢胞自由壁切除

病理 固有心膜同様 固有心膜同様 固有心膜同様

予後 良好 良好 良好

るが，MRIは心臓内，心臓近傍の構造描出に適してお

り，組織の性状に関しての情報も得やすく7），造影剤を

使用せずにコントラストをつけられる，放射線被曝が

ないなどの利点がある．心膜は強信号を示す心外膜下

脂肪層と心膜外脂肪層に包まれた低信号の線状陰影と

して認められ11），心膜嚢腫はこの心膜に囲まれた長い

T、，T2値を有する腫瘤として示される12）．

　本症例でも，エコー，X線CT，　MRI検査を検討し

たが，腫瘤の大きさ・広がり，画像の鮮明さ，心筋と

の関連，肺・横隔膜との位置関係などの描出には，MRI
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が最もすぐれている印象を得た．心外膜嚢腫の可能性

が推定できたのもMRIのみであり，本症例は術前に

心外膜嚢腫の可能性が推測された初めての症例でもあ

る．しかし，一般病院での普及度，検査の容易さ，安

静の必要性などの問題点もあり，その他，血行動態の

評価などに関しても，ドップラーエコー法などがより

有用と考えられた．

　したがって，心陰影より半球状に突出する異常陰影

を認めた場合には，心膜嚢腫，心外膜嚢腫の存在を念

頭においた上で，2DE，　CT，　MRIなどの検査を施行し，

総合的に評価・診断する必要がある．

　　　　　　　　　　　　　結　　語

　極めて稀な疾患である心外膜嚢腫の8歳女児例を経

験し，エコー所見，X線CT所見，および心膜病変の

診断には非常に有用と考えられたMRI所見を中心に

報告した．

　稿を終えるにあたり，MRI判読について御指導・御助言

をいただきましたNTT広島中央健康管理所放射線科，梶

間敏男先生，小野千秋先生に深謝いたします．
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The　First　Case　of　Epicardial　Cyst　Diagnosed　by　MRI　Before　the　Operation

Masahiro　Kamadai｝，　Takeshi　Nishii）　and　Osamu　Ohba2）

　　1）Department　of　Pediatrics，　Hiroshima　City　Hospital

2）Department　of　Cardiac　Surgery，　Hiroshima　City　Hospital

　　　An　8－year－old　girl　with　epicardial　cyst，　the　second　case　in　Japan，was　reported．　She　was　refered　to

our　hospital　because　of　the　abnormal　shadow　abutting　the　heart　on　a　chest　roentoenogram．

　　　We　performed　2・dimensional　echocardiography，　comuted　tomography　scanning　and　ECG・gated

magnetic　resonance　imaging（ECG・gated　MRI）．　MRI　provided　the　best　informations　about　the　location

of　the　tumor　and　the　paracardiac　structures　with　the　additional　tissue　characteristics，　leading　us　to

presumptive　diagnosis　of　epicardial　cyst．　Operation　confirmed　the　finding　of　MRI．　This　is　the　first　case

of　epicardial　cyst　diagnosed　before　the　operation．

　　　MRI　seemes　to　be　very　useful　tool　for　the　analyzing　of　cardiac　and　paracardiac　masses．＊
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