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　心タンポナーデで発症した特発性心膜心筋炎の罹患
後約 1 年目に発症した収縮性心膜炎（以下CP）の14歳男

症例報告

収縮性心膜炎に対し心膜切除とPTFEシートによる
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要　　旨

　特発性心膜心筋炎に罹患後約 1 年目に発症した収縮性心膜炎の14歳男児例を経験した．心膜切除術を施行したも
のの 1 週間後には高度の右心不全が再び出現し，再手術を余儀なくされた．小児での収縮性心膜炎はまれで，かつ
再手術決定に際して苦慮した興味深い臨床経過を示したので報告する．
　症例は14歳男児．12歳 6 カ月時に特発性心膜心筋炎を発症しNSAIDs・�-グロブリンなどに加え，第62病日からプ
レドニンを経口投与した．1 年 4 カ月後に腹水貯留と頸静脈怒張を呈し収縮性心膜炎と診断，心膜切除術とPTFEシー
トによる心膜補填術を施行した．1 週間後から著しい中心静脈圧亢進症状が再発し，5 週間目の再手術施行時には左
側胸膜が硬く肥厚し左室を圧排していたので，開窓術を施行したところ直ちに中心静脈圧は正常化した．症状の再
発はない．
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児例を経験した．心膜切除術を施行したところ，術直
後は著効を示したものの 1 週間後には高度の右心不全
が再び出現し，再手術を余儀なくされた．小児での収
縮性心膜炎はまれで，かつ再手術決定に際して苦慮し
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We experienced a 14-year-old boy who had constrictive pericarditis one year after idiopathic perimyocarditis. Severe right-sided
heart failure relapsed only one week after pericardiectomy, which necessitated re-operation. Constrictive pericarditis is rare in
children, and his unusual clinical course was intriguing because of the difficulty in deciding the indication for re-operation. We
report this case with a review of the literature.

A 14-year-old boy suffered from idiopathic perimyocarditis when he was 12 and a half-years old. In addition to NSAIDs and
gammaglobulin, oral prednisolone had been administered from the 62nd day of illness over a period of 3 months. One year and 4
months later, a massive amount of ascites and prominent jugular veins were noted. He was diagnosed as having constrictive
pericarditis and subsequently underwent pericardiectomy with PTFE sheet substitution. The postoperative course had been un-
eventful during the initial several days until clinical symptoms reflecting significant elevation of the central venous pressure
relapsed just one week after the operation. Re-operation, performed 5 weeks later, revealed remarkably thick and fibrous left-
sided pleura that oppressed the left ventricle. Pleurotomy with the window left open achieved instant and long-lasting relief of the
symptoms. None of his symptoms relapsed thereafter.
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　1 年 3 カ月目頃より腹部膨満と体重増加に家族が気付
いたが，夜間呼吸困難や起坐呼吸などの症状はなく，
放置した．その 1 カ月後，当院外来受診時に多量の腹
水貯留を指摘されて入院となった．
　4）入院時身体所見

　身長161.5cm，体重60.2kg（1 年半で8.5kg増加）．心拍
数80回/分整，呼吸数20回/分，血圧110/82mmHg．頸静
脈怒張・陰嚢水腫・軽度の下腿浮腫，Kussumaul徴候を
認めた．聴診上，心音は微弱で，心雑音はないもののIII
音・心膜摩擦音を聴取し，呼吸音は清であった．腹部
は多量の腹水により軽度膨隆して波動を触知し，また
右鎖骨中線上で辺縁が鈍な肝を5.5cm触知した．
　5）入院時検査所見

　血液生化学検査では末梢血白血球数は正常で（6,000/
�l），電解質は正常範囲ながら上昇傾向（Na 140mEq/l，
K 3.8mEq/l，Cl 105mEq/l）を示し，軽度の炎症反応（CRP
0.3mg/dl）と血清総蛋白（8.1g/dl）・アルブミン（4.5g/dl）の
高値，ANP（150pg/ml）・BNP（87.2pg/ml）の軽度上昇など
を認めた．胸部単純X線では心胸郭比46.5％だが右第
1・2 弓が突出し（Fig. 1B），心電図は正常軸，正常洞調
律で不整脈はなく低電位傾向・T波平低化を示し，CTで
は少量の心嚢液貯留と心膜肥厚を認めたが心膜の石灰
化はなかった（Fig. 3，4）．
　6）入院後経過

　2 週間後に行った心臓カテーテル検査（Table 1）では右
房平均圧と右室拡張末期圧が上昇し，右房圧波形は特

た興味深い臨床経過を示したので，文献的考察を加え
報告する．

症例提示

　1）症例

　14歳，男児．
　2）主訴

　腹部膨満．
　3）現病歴

　12歳 6 カ月時，易疲労感と発熱を主訴に来院し，心
拡大と多量の心嚢液貯留を指摘され入院となった（Fig.
1A）．Tl-201心筋シンチグラフィでは異常を認めず，心
内膜心筋生検では心筋細胞のcoagulation myocytolysisと
軽度の炎症性細胞浸潤や線維芽細胞を認め（Fig. 2A），各
種ウイルス検索が陰性であったことから特発性急性心
膜心筋炎と診断した．経過中に注意深く繰り返し心エ
コーを行ったが，心嚢液内にフィブリン析出を思わせ
るもやもやエコー1）所見は認めなかった．利尿剤，ACE
阻害剤，NSAIDs，CoQ10投与，免疫グロブリン500mg/
kg・4  日間静注などの治療を行ったが，心嚢液はわず
かに減少したのみであった．そこで経口プレドニン
30mg隔日投与を第62病日より追加したところ，3 日目
より心嚢液が明らかに減少し，心嚢液が消失したこと
を確認して第79病日に退院した．その後も経口ステロ
イド剤 5mg/日投与を 3 カ月間行い，さらに利尿剤投
与・運動制限などにより経過観察していた．

A B

Fig. 1
A Chest X-ray at the first admission for acute perimyocarditis.
Massive pericardial effusion with a CTR of 73% is apparent.

B Chest X-ray at the second admission for constrictive pericarditis.
Prominent right cardiac border consisting of the enlarged superior vena cava and right atrium is
apparent. CTR is 46.5%.
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徴的なM型，両心室圧波形はdip-and-plateauを呈し（Fig.
5），CPと診断した．安静を保つとともに利尿剤など内
科的治療を強力に行ったが心不全が軽快しないため，1
カ月後に心膜切除術を施行した．
　7）手術所見・術後経過

　開胸時，胸骨下面と心膜の癒着が著明で，右側は上
下大静脈，左側は左心耳と心尖部が完全に露出し心尖
部を挙上できるまで注意深く心膜を剥離して切除し
た．右側は上下大静脈の高さから左側は心尖部を完全
に覆うように，PTFE心膜シート 2 枚を用いて余裕を
もって覆った．肉眼的に左室収縮は良好で心膜剥離・
切除により十分に拡張すること，両側の房室弁逆流が

 Site  Pressure  O2Sat

 IVC (a/v/m) 17/15/14 mmHg 67 %

 SVC (a/v/m)   69

 RA (a/v/m) 17/16/16

 RV (S/D/EDP) 28/13/16  71

 PA (S/D/M) 22/9/17  

 PCW (a/v/m) 20/19/16

 LV (S/D/EDP) 95/13/22  96

 Ao (S/D/M) 97/72/81  97

EF  49%
CI  3.1 l/min/m2

Table 1　Results of cardiac catheterization

Fig. 4 Chest CT on admission.
Thickened pericardium and the presence of a small
amount of pericardial effusion are observed. Calcifica-
tion of the pericardium is not present.

Fig. 2
A Histopathology of endomyocardial biopsy specimen.
Coagulation myocytolysis and mild infiltration of inflammatory cells are present.

B Pericardium resected at the initial operation (extended pericardiectomy).
Significant thickening of the pericardium is noted.

A B

Fig. 3 ECG on admission.
The ECG reveals normal axis deviation, normal sinus
rhythm, low voltage of QRS, and flattened T waves.

I V4V1aVR

II V5V2aVL

III V6V3aVF
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ないことなどを経食道エコーにより確認しながら手術
を終了した．切除した心膜は最大 5mm以上に著しく肥
厚し，組織学的には硝子化した線維性結合組織様所見
で，毛細血管周囲にはごく少数のリンパ球浸潤も認
め，慢性心膜炎と診断した（Fig. 2B）．
　術前19～22mmHgであった中心静脈圧は手術終了時に
は 8～10mmHgとなり，術直後から利尿剤，ステロイド
剤，アンジオテンシンII受容体拮抗剤などの内科的治療
を継続したところ数日間は腹水も著明に減少し，発熱
なくCRP 1.2～3.3mg/dlと炎症反応は軽度で良好な経過で
あった．しかし，術後 1 週間目より再び頸静脈怒張と
腹水貯留が明らかとなった．内科的治療を強力に行っ
ても右心不全は全く軽快しなかったが，肺うっ血は認
めなかった．経食道エコーでは心収縮力は保たれてい
るものの両側房室弁の中等度逆流を認め，心膜切除術
前に比べTEI indexはむしろ高値であった（Table 2）．CT
では上下大静脈や門脈系の軽度拡張を認めたが心膜
シートと心筋との間に空隙が確認でき，心膜シートの
サイズが小すぎるための再発は否定的と考えられた．
しかし心室拡張不全は臨床所見より明らかで，何らか
の原因による部分的癒着や圧排により再発したと考

え，術後 5 週間目に再度手術を施行した．
　術中確認したところ，初回手術時の心膜の切除範囲
は十分広範で心外膜の肥厚はなく，PTFEシートも心臓
との間に十分なスペースを保っており，ごく軽度の癒
着がPTFEシートと心臓との間に一部の領域で認められ
たので剥離したが，経食道エコー所見や上昇している
中心静脈圧に明らかな変化はみられなかった．しかし
左側胸腔の壁側胸膜は約 5mmに硬く肥厚し壁のように
左室を左側方から圧排していたので，左側胸膜を紡錘
状に大きく切除して開窓したところ（Fig. 6），モニタリ
ングしていた中心静脈圧が直後に16mmHgから 8mmHg
へと急激に低下するなど血行動態の明らかな改善を認
めた．経食道エコーでは三尖弁閉鎖不全は再手術前と
同程度であるものの，右房から左房方向へ凸になって
いた心房中隔が開窓術により平坦化し，右房圧の明ら
かな低下を示す所見を呈した．閉胸する前に念のため
初回手術時の代用心膜にPTFEシートをさらに 1 枚追加
し，一層大きくゆとりを持つように心臓を包み込んで
手術を終了した．切除した左側胸膜の病理所見は心膜
とほぼ同様の所見で，小円形細胞浸潤やフィブリンの
析出を伴った線維性結合織が主体であった．術後に
行ったCTでもPTFEシートとの間には十分な間隙が確認
でき臨床経過は順調で，現在プレドニン・利尿剤・
ACE阻害剤・強心剤の投薬により外来観察中である．

考　　按

　CPは臓側心膜の線維性瘢痕・肥厚により拡張障害を
呈する，小児にはまれな疾患で1，2），近年結核性心膜炎

  Before After Pre-reop

Right sided heart

 TEI 0.46 0.6 0.36

 DCT (msec) 160 170 195

 TR (cm2) 1.30 6.58 6.9

 RA (mm) 39.9×48.8  48.3×50.6
Left sided heart

 TEI 0.36 0.52 0.39

 DCT (msec)  130  135

 MR (cm2) 1.76 1.25 6.47

 LA (mm)  38.7×38.0

Before: before pericardiectomy, After: after pericardiectomy, Pre-reop: 
the day before re-operation for pericardiectomy, TEI: tei-index, DCT: 
deceleration time, TR: flow area of tricuspid regurgitation, RA: right 
atrium, MR: flow area of mitral regurgitation, LA: left atrium

Table 2　Echocardiographic findings before and after peri-
cardiectomy

Fig. 5 Pressure recordings of the right atrium and ventricle.
So-called “dip-and-plateau” shape of the right ventricu-
lar pressure curve is noted.

II

RA [20]

RV [40]
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が減少したため，原因は開心術と急性心膜炎が最も多
く3），本症例も特発性心膜心筋炎が原因と考えられた．
　心膜炎における心嚢液内のフィブリン様浮遊物1）はCP
への移行の危険因子とされるが，本例では繰り返し
行った心エコーでも検出できなかった．一方，心膜炎
急性期にやむを得ず投与したステロイド剤は心嚢液の
減少の点では著効を示したが，CPへの移行に寄与した
可能性が懸念される．心膜心筋炎におけるステロイド
剤は炎症が遷延化し心嚢液貯留が持続する場合などが
適応で，CPへの移行の予防が可能4, 5）とされる一方で，
全く逆の報告6）もある．本症例では心膜の光顕所見から
炎症が比較的長期間持続していたことが示唆され，ス
テロイド剤が心膜肥厚を招いた可能性は否定できな
い．今後ステロイド剤の投与時期や方法などについて
検討を重ねる必要があると考えられた．
　本症例では右心不全の他覚的所見が強い割に自覚症
状に乏しく，入院時ANPは110pg/ml，BNPは87.2pg/mlと
軽度の上昇にとどまり，興味深い臨床経過であった．
その理由は，本症においては心房の拡張障害により
ANP分泌障害7）を呈しており，また本質的に収縮不全を
伴わないうえに右房平均圧が16mmHgで左心不全を合併
しないレベル8）にとどまったためと考えられた．
　診断にはCTやMRIが心外膜の石灰化や肥厚の有無と
広がり・性状の観察の点で重要とされ7，8），本症例でも
開胸法や心膜切除範囲の決定に有用であった．心膜の
石灰化は特異度が高いが本症例で透視下やCTで石灰化
を認めなかったのは，若年であったこと2）に加え，心膜
心筋炎から 1 年しか経過していなかったためと考えら
れた．
　治療については早期に心膜切除や心外膜切除が必要
で，症状が約90％で改善，50％で完全に消失し，心膜
切除範囲が本例のごとく十分広範である場合には再手
術を要することはまれである7，9）．しかし本症例は心膜
切除術直後に一度は症状が著明に改善したにもかかわ
らず，わずか 1 週間で再び著しい拡張障害を呈した点
で特徴的である．再手術に際し，その原因として ① 心
膜シートが小さいなど外科手技上の問題7），② 心筋障
害9），③ 房室弁逆流の増悪10，11），④ 心膜や縦隔の炎症
ないし線維化による心圧迫の再燃7）などを鑑別すべきと
考えた．
　使用した心膜シートが小さかったのではないかとい
う疑問については再手術所見とCT所見において心膜
シートと心筋との間に空隙を確認できたことからも否
定的であった．心筋障害については心筋炎の後遺症と
しての拡張障害が懸念された．しかし経食道心エコー
などで収縮不全や局所的壁運動異常は認めず，著しい拡

630

張不全だけを呈することは否定的と考えた．房室弁逆
流は心膜切除術後の際注意すべき合併症の一つで10，11），
本症例でも術後に両側房室弁逆流が明らかに悪化し
た．三尖弁逆流の程度に比し頸静脈怒張など右心不全
症状が重症で，中心静脈圧上昇の主要因が三尖弁逆流
とは考えがたかったが，房室弁形成術や弁輪縫縮術の
適応について慎重な考慮が必要と考えた．結局，患児
の年齢を考慮し弁輪縫縮術は避け，また再手術時の術
中経食道エコー所見から房室弁については処置を加え
ず手術を終了したが，予測通り徐々に回復し10，11）再手
術から 2 カ月後の退院時には房室弁逆流はほぼ消失し
ていた．
　開心術後のCPについては，物理的刺激や心嚢液貯
留，出血などが原因で開心術後 1～3 カ月頃に0.2～2％
程度生じるとされる6，12）．しかし本症例で再手術を要し
た機序については一般的に指摘されているCPの再手術
の原因として該当するものがなく，術前の検討でも苦

Fig. 6 Schematic view of the PTFE sheet and the resected left-
sided pleura at the second operation.
After releasing the very mild adhesion between the myo-
cardium and the PTFE sheet, an additional PTFE sheet
was interposed between B and B'. The thick, fibrous,
left-sided pleura was resected in a spindle shape, as
shown in the figure.
A: The PTFE sheet wrapping the heart as pericardial substi-
tute at the initial operation.
B, B’: Incision line of the PTFE sheet for checking adhesion
between the sheet and myocardium.
C: Spindle-shaped resected area of the thick, fibrous pleura.
Ao: aorta, PA: pulmonary artery

A

Ao

B

PA

B’

C
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慮した．Hosonoら13）はCABG術後 5 週間目に，八百ら14）

は開心術後 1 週間目にCPを発症した興味深い症例を報
告しているが，いずれもPTFEシートを用いて心膜閉鎖
を行った点が本症例と同様であり注目される．さらに
Meus15）らは心膜補填用の素材を動物実験で比較し，
PTFEシートは癒着が少ないものの心外膜に強い炎症性
反応を惹起しうることを報告しており，本症例も類似
の機序が働いた可能性が示唆される．すなわち，心膜
炎急性期の炎症がステロイド剤投与により遷延して心
膜のみならず左側胸膜に波及し，胸腔胸膜がPTFEシー
トとの化学的炎症反応によりさらに肥厚した結果，心
膜切除術後に著明に拡張能の改善した左室が硬い壁側
胸膜に押されて右室を圧排したため，著しい中心静脈
圧の上昇を来したと推測された．まれではあるがPTFE
が心膜の炎症を惹起しCPの一原因となりうると思わ
れ，今後さらに症例を重ね検討する必要があると考え
られた．

　本稿の要旨は第10回関東小児心筋疾患研究会において発表

した．
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