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大森病院 CPC（第 145 回東邦医学会例会）
症

平成 27 年 2 月 18 日（水）開催
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収縮性心外膜炎の 1 例
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1）

東邦大学医学部内科学講座循環器内科学分野（大森）
2）

東邦大学医学部病院病理学講座（大森）

3）

東邦大学医学部内科学講座血液腫瘍学分野

4）

東邦大学医学部内科学講座消化器内科学分野（大森）
5）

東邦大学医学部教育開発室

6）

東邦大学医学部放射線医学講座（大森）

7）

東邦大学医学部外科学講座心臓血管外科学分野（大森）
8）

東邦大学医学部病理学講座

要旨：生来健康でありながら，持続する原因不明の心嚢液貯留を来した 70 歳代男性の剖検例について討
論した．1 カ月間持続する倦怠感を主訴に受診し，ショック状態を伴う全周性の心嚢液貯留を認め，心タン
ポナーデと診断した．緊急心嚢穿刺では血性心嚢液が採取されたが，複数回の細胞診や，外科的心外膜生検
などの病理学的検索においても，悪性所見は得られなかった．その後も心嚢液貯留を繰り返したため，長期
間にドレーンを留置．その後併発した癒着性心外膜炎による右心不全が保存的加療で改善せず，外科的心外
膜剥離術を行った．しかし，術直後に多臓器不全に至り，入院後 3 カ月で永眠した．剖検の結果，心膜原発
の悪性中皮腫（二相型）と診断された．亜急性発症で来院され，早期診断を試みたが，剖検でのみ確定診断
が可能であった原発性悪性心膜中皮腫 1 例を経験した．
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ていなかったが，3 カ月前頃より全身倦怠感が出現．1 カ
月前にケニア旅行をし，帰国後も倦怠感が改善せず，近医

症例：70 歳代男性．

を受診した．右心不全徴候および心嚢液の貯留を認め，下

主訴：呼吸困難．

肢浮腫も認めフロセミドが処方された．しかし，その後も

現病歴：生来健康で，健康診断でも特に異常は指摘され

症状は改善せず，食欲不振および呼吸困難も出現．近医受
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ほか

診 10 日後には呼吸困難が急激に悪化し，東邦大学医療セ

吸数 24 回/分，脈拍 120 回/分 不整，SpO2 97％（10 L マ

ンター大森病院（当院）救急外来を受診した．

スク酸素投与下），眼瞼結膜貧血なし，眼球結膜黄染なし，

既往歴：40 歳代・急性心筋梗塞

頸静脈怒張あり，心音：減弱，呼吸音：清 ラ音聴取せず，

内服薬：バイアスピリン（100 mg）1 錠/分 1 朝，フロ

末梢冷感著明，下肢浮腫あり，冷汗なし．

セミド（40 mg）1 錠/分 1 朝

胸部 X 線写真：心胸郭比（cardiothoracic ratio：CTR）

嗜好品：喫煙歴なし，飲酒：ワイン 150 ml/日

58％ と心拡大があり，両側胸水を認めるが，肺うっ血は

生活歴：ペット歴なし，粉塵曝露歴なし．

なし．

来院時身体所見：体温 36.0℃，血圧 100/60 mmHg，呼

胸部 computed tomography（CT）
：心嚢液貯留と右胸
水を認めた（図 1）．
心電図：心房細動，脈拍 104/分．
血液検査：（表 1）
心エコー：全周性に心嚢液が貯留し，
右房を圧排している．
心嚢液，胸水所見：（表 2）
心臓 magnetic

resonance

imaging（MRI）
（T2 強調画

像）：第 20 病日施行．心外膜がびまん性に濃染され比較的
均一な肥厚を示しているが，腫瘤形成性病変を指摘できな
い（図 2）．

入院経過
来院時に心タンポナーデと判断し，心嚢穿刺を施行し，
ドレナージチューブを留置した．一時はドレナージチュー
ブを抜去可能であったが，その後すぐに心嚢液が再貯留し，
図1

入 院 時 の 胸 部 computed tomography（CT）
画像．心嚢液と右胸水の貯留を認める．

表1
血算
WBC
13000 /μl
RBC
479 万/μl
Hb
15.5 g/dl
Ht
44.5 %
Plt
13.3 万/μl
凝固
PT-INR
4.5
FDP
78.4 μg/ml
D ダイマー
32.3 μg/ml
腫瘍マーカー
PSA
0.75 ng/ml
AFP
3.1 ng/ml
CA125
312 U/ml
CA19-9
3.9 U/ml
CEA
1.6 ng/ml
sIL-2R
1440 U/ml

ドレナージを 3 回繰り返した．3 回目には，心臓血管外科
と相談し，外科的心嚢ドレナージおよび心外膜生検を施行

血液検査

生化学
血液ガス検査（10 L マスク酸素投与下）
Na
124 mM
pH
7.252
186 mmHg
K
4.5 mM
O2
10.5 mmHg
Cl
87 mM
CO2
4.5 mM
TP
7.5 g/dl
HCO3−
Alb
3.4 g/dl
BE
−21.8 mEq/L
BUN
31 mg/dl
Lac
14.4 mM
AST
3172 IU/L
ALT
2927 IU/L
LDH
3321 IU/L
ALP
677 IU/L
CK
240 IU/L
CK-MB
15 IU/L
トロポニン I
0.03 ng/ml
ミオグロビン
217 ng/ml
HbA1c
6.2 ％
BNP
140 pg/ml
CRP
9.3 mg/dl
TSH
1.13 μIU/ml
F-T3
1.59 pg/ml
F-T4
1.24 ng/dl

PSA：prostatic specific antigen，AFP：α-fetoprotein，CA125：carbohydrate antigen 125，CA19-9：
carbohydrate antigen 19-9，CEA：carcinoembryonic antigen，sIL-2R：soluble interleukin-2 receptor
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表2

外観
比重
総蛋白
Alb
LDH
Glu
ヒアルロン酸
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心嚢液，胸水所見
心嚢液

胸水

血性
1.014
1.5 g/dl
0.7 g/dl
1285 IU/L
25 mg/dl
62700 μg/ml

血性
1.020
2.6 g/dl
1.2 g/dl
180 IU/L
102 mg/dl
194 μg/ml

した．治療と平行し，心外膜炎の原因検索を行ったが，血
液検査等の検査所見では有意な所見は認めず，腫瘍性病変
や膠原病，感染症などの特定は困難であった．また，心外

図 2 心 magnetic resonance imaging（MRI）T2 強調画像．
全周性の心外膜肥厚を認めるが，
腫瘤形成性病変を認めない．

膜生検によっても原因は特定できなかった．持続的な心嚢
ドレナージを必要とし，その後心外膜癒着による拡張障害
から右心不全に加えて左心不全も併発し，内科的加療に反
応せず心不全は増悪．そのため，第 101 病日に心外膜開窓
術を施行したが播種性血管内凝固症候群を併発し，翌第

八尾：その頃から，確かに，横になると苦しい，という

102 病日に永眠された．

討

住野：分かりました．あと，労作時の呼吸困難が出たと
きに，例えば起座呼吸はありませんでしたか．

論

名取：では CPC を開始したいと思います．心嚢液貯留
を繰り返した急性心膜炎の 1 例です．

ふうには言われていました．
住野：分かりました．
藤代：普段の血圧は分かりますか．受診時のものだけで
しょうか．

八尾：75 歳の男性で，主訴は呼吸困難です．入院 3 カ

八尾：それ以前は受診されていなかったので，もともと

月前から倦怠感を自覚されていました．入院 1 カ月前にケ

の血圧は分かりません．その後の経過の血圧しか分かりま

ニアに旅行に行かれ，帰国後も倦怠感が改善しなかったの

せん．

で，近医を受診しました．右心不全および心嚢液の貯留を
認めたため，フロセミドが処方されて，経過を診ていまし
たが，その後も症状は改善せず，10 日後に労作時に呼吸
困難が増悪したため，当院に救急搬送となりました．
既往歴は，40 歳代に急性心筋梗塞ということですが，
詳細は分かりませんでした．内服薬は，バイアスピリンと

藤代：以前に少し血圧が高くて受診時が低かったという
わけではないのでしょうか．
八尾：これから画像を提示させていただきますので，治
療後という形になりますが，もともと 120〜130 mmHg 程
度はあるのかなという印象を受けています．
藤代：ありがとうございました．

フロセミドです．嗜好品として，タバコはなく，アルコー

名取：ケニアだとフライト時間も相当長いし，0.8 気圧

ルに関しては 1 日ワイン 1 杯程度でした．アスベストの曝

の環境下で 10 時間以上過ごすということですから，そん

露歴はありません．

なに息切れはないということでしょうね．

来院時の身体所見としては，血圧 100/60 mmHg，呼吸
数 24 回/分と頻呼吸，脈拍 120 回と頻脈を認めております．

八尾：はい．
来院時の血液検査では，腎機能障害と著明な肝機能障害

10 L 酸素投与状態で，酸素飽和度は 97％ でした．頸静脈

を認めます．Brain natriuretic peptide（BNP）は軽度上

怒張があり，心音は減弱していました．末梢冷感著明で，

昇しており，炎症反応も上昇しております．また，線溶系

下腿浮腫も認めました．

も亢進しております．

住野：倦怠感には何か特徴はありましたか．
八尾：倦怠感に関しては旅行にも行けたぐらいでしたの
で，それほど重症ではなかったのだと思います．
住野：心臓の病気を思わせるような兆候ではなかったの
ですね．
八尾：なかったです．
64 巻 1 号

血液ガス検査では 10 L マスク下において，pH が 7.25
と代謝性アシドーシスを認めております．腫瘍マーカーに
関しては，carbohydrate antigen（CA）125 と可溶性イン
ターロイキン 2 受容体（soluble interleukin-2 receptor：
sIL-2R）
の上昇を認める以外は， 異常を認めませんでした．
藤代：著しい低ナトリウム血症ですが，普段採血をされ
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ほか

ていた方でしょうか，と言いますか，これは管理されてい

がかなり貯留していますが，胸水と比べてちょっと濃度が

なかったのでしょうか．

高いので，血性とか，高蛋白という病態を考えたほうがい

八尾：この方は医師でありますので，しっかりコント
ロールはされていたものと考えております．
藤代：そうすると，これは突然起こったものと推測され
るのですか．

いかなと思いました．
八尾：ありがとうございます．実際，後で心嚢液や胸水
は血性で，蛋白も高かったです．
入院後の経過を説明します．入院時 に，血 圧 100/60

八尾：長い経過で薄まっているものだと思っております．

mmHg であり，頻脈，右心不全兆候を認めていたので，

名取：お食事は摂られていたのですよね．

心タンポナーデと判断して，心嚢穿刺を施行しました．そ

八尾：普通に生活されていました．

の後，心嚢液が徐々に減少したので，入院第 7 病日に一度

名取：経口摂取はされていた．それでナトリウムが 124

ドレーンを抜去しております．

mEq/L．かなり多尿ですか．入院されてからの話で結構
です．
八尾：入院されてからは利尿薬がかなり追加されていま
すので．

その後，利尿薬やカテコラミン投与で経過をみていきま
したが，再度心嚢液が貯留して，第 2 回目の心膜ドレナー
ジを施行しました．そこでも連日 100 ml 程度の心嚢液の
排出がありましたが，ここで発熱を認めてしまい，2 回目

名取：フロセミドですよね．

のドレーンを抜去しました．またすぐに心嚢液が貯留して

八尾：はい．

いき，心タンポナーデの状態となったために，心臓血管外

名取：そうすると，スピロノラクトンを併用されたので

科の先生方と相談して，外科的な心嚢ドレナージを施行し

すか．
八尾：はい．

ました．
治療と並行して心外膜炎の原因検索を行っていました

名取：悪性リンパ腫で有名な sIL-2R が 1440 U/ml と挙

が，腫瘍性病変や膠原病を示唆する有意な所見を認めず，

げていただきまして，ありがとうございます．この件に関

感染症に関しても同定ができませんでした．各種検査をこ

して何かフロアからご解釈があるでしょうか．先生，いか

の間行っていますが，原因が特定できなかったので，結核

がですか．

性心外膜炎の可能性も考えて，診断的治療目的に，ステロ

八尾：この上昇に関しては少々わかりません．

イドを併用した抗結核薬 4 剤の治療を開始しました．

名取：胆管細胞癌や肝細胞癌で sIL-2R が 25,000 U/ml

抗結核薬 4 剤を投与したところで薬剤による間質性肺炎

という経験は何回かありますが，かなり肝酵素が上がって

が生じてしまいましたので，ステロイドパルス療法を施行

いて，肝臓もぎりぎりの数値だったので，もしかしたらそ

しました．ステロイドパルスを施行してステロイドを漸減

の影響がこれに出たのかなと思います．このような時は α-

していきましたが，そのあたりから心嚢液のドレナージ量

fetoprotein（AFP）は動きますか，動かないですか．

が徐々に減少していきました．

住野：動く人もいるし動かない人もいますから，それは
わかりません．

連日 100 ml 以上の心膜液を排出していましたが，約 70
日間ドレナージをしていたこと，悪臭を認めることから感

名取：次をお願いします．

染が示唆され，ドレーン抜去を行いました．抜去を行った

八尾：画像検査に入ります．胸部 X 線の写真です．CTR

後は，内服薬や点滴による加療を行っていましたが，経過

は 58％ と心拡大を認めており，両側下肺野に透過性の低

中に心嚢と心外膜が癒着して収縮性心膜炎のような病態に

下を認めております．胸部 CT に関しては，心嚢液の貯留

なり，拡張障害を認めました．内科的治療では制御困難と

もあり，右胸水も認めます．そのほかリンパ節腫大はなく，

判断して，第 101 病日に，癒着している心外膜切除術を施

その他の臓器に関しても異常は認めませんでした．腹部 X

行しましたが，そのときに出血を認めて，手術後出血がコ

線レントゲンに関しても異常は認めておりません．

ントロールできずに，翌日の 102 病日にお亡くなりになり

心電図です．脈拍 100〜120 回程度の頻脈性心房細動が
あり，aVR，V1，V2 を除いて全誘導で ST 低下を認めて
おります．また，全体的に低電位です．
名取：血圧は 100 mmHg 位ありましたね．100 mmHg
位で低電位になるのでしょうか．
鈴木：この後，造影 MRI も撮っていたと思います．そ

ました．
心エコーでは，左室収縮能全体は良好ですが，右房や右
室前面，左室前面に心外膜肥厚と癒着を認めていました．
心嚢液の貯留を認めます．
胸水，心嚢液に関しては，何度も培養検査や病理検体と
して提出しましたが，有意な結果を認めませんでした．

の時は心嚢液を抜かれた後だったかもしれませんが，心嚢

第 23 病日目に外科的心嚢ドレナージを施行し，心外膜

液貯留はあまり目立たなくて，心外膜が均一に肥厚してい

や心嚢を病院病理部に提出しましたが，今までと同様に，

て，よく染まっているという像だったと思います．心嚢液

特に有意な所見を認めませんでした．
東邦医学会雑誌・2017 年 3 月
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心嚢液と胸水の所見を示します．心嚢液ではヒアルロン

も，心嚢液は悪性腫瘍や炎症で，漏出性になることがあり

酸が 63000 ng/ml と高く，この時点で中皮腫を疑いまし

ますか．癌性腹水や癌性胸水の時には，多くの場合には滲

たが，呼吸器内科の先生と相談したところ，これは 100000

出性です．ですから，この貯留液の性状から何を考えたら

ng/ml 以上でないと悪性中皮腫を疑う所見ではないとの

良いのかがよく分からないんです．うっ血を考えたくなり

ことで，有意な所見ではありませんでした．

ますがいかがでしょうか．

全身の腫瘍や中皮腫なども疑い，経過中に 4 回ガリウム

伊賀：先生がおっしゃるように，悪性疾患の状況と違い

シンチグラフィを施行しましたが，特に有意な所見を認め

ますので，判断に悩みましたが，何かしらの悪性疾患が基

ず，心外膜炎の原因が分からずに経過しています．

礎にあって，それにより炎症が波及してこのような状況に

藤井：内科的に施行したドレナージというのは，いわゆ

なったのではないかと，当初考えておりました．

る心嚢穿刺ということで，経皮的に穿刺を行うということ

八尾：病理診断科に聞きたいこととして 2 点を挙げさせ

です．外科的心嚢ドレナージというのは，全身麻酔下に前

ていただきました．今まで各種検査をしましたが，有意な

胸部を小切開して心嚢を切開してドレナージをする．その

検査結果は出ず，原因が分からなかったので，今回の心外

ときには同時に，肥厚した心嚢や心外膜を切除して病理診

膜炎の原因は何であるのか．今まで，胸水や心嚢液が血性

断に提出しています．

であったことから悪性疾患も常に念頭に置いて考えていた

藤代：心嚢液の性状が非常に興味深いのです．毎日 100
ml 近く出ている状態で，漏出性が主体で滲出性の部分も
少し含むということではありますが．炎症を起こしていて

のですが，認めなかったので，本当に悪性疾患を認めない
のか．この 2 点をお伺いしたいです．
名取：質問は尽きませんし，謎が謎を呼んでおりますが，

滲出性でたくさん出てくるなら分かりますが，漏出性で

次は病理の先生にいろいろなことを教えていただきたいと

100 ml 近くも毎日出てくるということは，どこからしみ

思います．先生，よろしくお願いします．

出ているか，何かお考えになったのでしょうか．心外膜か

病理解剖所見

ら出てくるか，あるいは，壁側の部分と言いますか心膜，
どこかに分泌するような状況が起こらないと，または血管

各臓器の所見

から漏れ出てくるような部分がなければ，100 ml も毎日

症例は 75 歳男性の病死（内因死）例．患者死亡後，担

出ないだろうと思いますが，その経路についてお考えに

当医から患者家族に対して病理解剖ならびに組織の教育・

なったことはありますか．

研究目的の使用に関して説明を実施し同意を得たのち，系

八尾：生理的にはもともと 30 ml ぐらいの心嚢液が出る

統的な全身解剖（頭部を除く）に供した．

というのは文献で見たのですが，確かにご指摘どおり，100

病理解剖は死亡後 17 時間 50 分に開始された．患者の身

ml というのは異常で，その原因を常に考えていろいろと

長は 172.0 cm，体重 88.2 kg と栄養状態は良好であった．

行いましたが，原因はよく分かりませんでした．

特記すべき外表所見はない．主要臓器の病理解剖所見を以

藤代：もしリンパ系から来ているとしたら，きっと乳糜

下に記す．

になるでしょうね．そうすると，少し血性があるというこ

・心（508 g）：肉眼的に心外膜は開窓術後で格子状の切

とからしても，やはり血管に関連したところからわずかず

開創を認める（図 3）．形状は巾着心．右室壁厚 4 mm，左

つでも漏れてきているもので，血球が通過できない程度の

室壁厚 17 mm で軽度左室肥大を認める．組織学的には心

スリットがあるところから漏れていると考えられるのかな

外膜に，異型核を有する紡錘形細胞および上皮様細胞の

と思います．原因は分かりませんが非常に特殊な状態で，

シート状増殖を見る（図 4）
．これらの細胞は核小体明瞭

興味深いだけです．ありがとうございました．

な大小不同類円形〜多角形核を有する．また免疫組織化学

伊賀：われわれも最初，血性の心嚢液貯留が続いたので，

でこれらの細胞は calretinin および D2-40 陽性，carcino-

やはり悪性疾患によって産生されるものだということを念

embryonic antigen（CEA），Wilmsʼ tumor 1 protein（WT-

頭に置いて検索していて，また，各科にコンサルトして検

1）および Hector Battifora mesothelial epitope-1（HBME-

索を継続しましたが，やはり否定的だという結論が続いた

1）陰性である（図 5，6）心膜悪性中皮腫，二相性に相当

ので，原因解明というところには至りませんでした．先生

する．心膜以外に中皮腫病変は存在しない．

がおっしゃるように，一時期，血管損傷や虚血性心疾患な

・肺（左 490 g/右 632 g）：肉眼的には両側下葉に楔状

どの存在も検討し，ご本人の希望がなかったので心カテー

の梗塞巣が見られる（図 7）
．組織学的には両側に小葉間

テル検査は行っていませんが，ほかの間接的検査からは，

隔壁の肥厚を伴う器質化肺炎が散在性に見られる．また肺

最終的には虚血性心疾患は否定的だという見解に至ってお

動脈血栓（図 8）および肺内に区域性の壊死を認める．肺

ります．

梗塞に相当する．さらに肺胞内にヘモジデリン貪食マクロ

住野：私は心嚢液というのはあまりなじみがないけれど
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ほか

う肥厚および出血が見られる．

上皮化生を伴う．胸膜の一部に肥厚を伴い紡錘形細胞の増
殖を認め，免疫組織化学的検討では，D2-40 陽性であった

・腎（左 162 g/右 162 g）：割面にて皮髄境界の明瞭化

が，カルレチニン陰性．CEA，WT-1 および HBME-1 は

が見られる．組織学的には近位尿細管に広範な壊死を生じ

いずれも陰性である．心外膜における異型紡錘形細胞とは

ている．急性尿細管壊死に相当する．また，新鮮な血栓に

形質が異なっており異型も軽度であることから，反応性変

より，完全閉塞を来している．

化と考える．

・脾（68 g）：肉眼的には赤褐色調．組織学的にはうっ

・肝（820 g）：肉眼的には割面において斑状の灰白色色

血および髄外造血が見られる．

調変化を認める．組織学的には小葉間結合織の線維化を伴

・大動脈：組織学的には内膜にコレステリン裂隙を伴
う．粥状硬化に相当する．

a

ୖ⓶ᵝ⣽⬊

ୖ⓶ᵝ⣽⬊

b
⣳㗽ᙧ
⣽⬊

⣳㗽ᙧ
⣽⬊

図 4 心外膜の組織像
心外膜は肥厚し，硬化を伴った帯状の腫瘍細胞の増加を認める．
また胸膜下に脂肪組織を伴った結節状の腫瘍細胞の増加を認め
る（a：Hematoxylin-eosin（HE）染色，b：Periodic acid-Schiff
stain（PAS）染色．いずれもルーペ像）
．

図 3 心外膜の肉眼所見
左心室腹側に 70×60 mm 大の範囲で格子状切開創を認める
（心外膜開窓術後．白色点線で囲まれた部分）．

a

b

c

d

図 5 腫瘍細胞の組織学的所見（1）（上皮様腫瘍細胞）
胸膜下に結節を形成している腫瘍細胞は，核クロマチン粗造で核小体明瞭な大小不同類円
形〜多角形核を有し小腺管を形成し増殖する．Periodic acid-Schiff stain（PAS）染色で
は腺管内の分泌物に陽性であるが胞体は陰性である．また免疫組織化学でこれらの腫瘍細
胞は，calretinin および D2-40 陽性である（a：Hematoxylin-eosin（HE）染色，b：PAS
染色，c：Calretinin，d：D2-40，いずれも 400 倍）
．
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図 6 腫瘍細胞の組織学的所見（2）（紡錘形腫瘍細胞）
胸膜内に帯状増殖する腫瘍細胞は，クロマチン濃染核を有し，膠原線維性間質を背景に索
状〜充実性増殖を呈している．Periodic acid-Schiff stain（PAS）染色は陰性である．ま
た 免 疫 組 織 化 学 で こ れ ら の 腫 瘍 細 胞 は，calretinin お よ び D2-40 陽 性 で あ る（a：
Hematoxylin-eosin（HE）染色，b：PAS 染色，c：Calretinin，d：D2-40，いずれも 400 倍）
．

・骨髄：組織学的には低形成性骨髄で赤芽球島が目立つ
（年齢相応）．
・前立腺：組織学的には結節性過形成（間質性過形成）
が見られる．
・膀胱：組織学的には上皮の剥離が目立つ．粘膜内に出
血を来しており，出血性膀胱炎に相当する．
・精巣：組織学的には局所的に精管内の胚細胞が消失し
ている．萎縮に相当する．
病態の要約
心膜原発中皮腫により心膜のコンプライアンスが著しく
低下し心拡張不全が生じ，心拍出量の著明な低下を来した
結果，心不全，多臓器のうっ血，肺動脈血栓を生じたもの
と推定した（図 9）．

病理解剖診断
主病変
図 7 ホルマリン固定後両側肺前額断面
両下葉に楔状の出血性梗塞巣を認める（白色点線で囲まれ
た部分）．

1）心膜悪性中皮腫（508 g），心外膜開窓術後 2 日
2）左肺動脈血栓，肺梗塞
3）両側器質化肺炎（左 490 g，右 632 g）
副病変
1）肝うっ血（高度，出血を伴う）
（820 g）
2）腎尿細管壊死（左 162 g/右 162 g）

64 巻 1 号
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a

ほか
Putative predictive factors

b

Mesothelioma of the pericardium
Thickening of pericardial layers

Heart Lowered compliance

Constriction and hypokinesis

Serious decreasing of output
(Heart failure)
Congestion in organs

図 8 図 7 の支配領域の肺動脈血栓像
a：リンタングステン酸・ヘマトキシリン（phosphotungstic
acid-hematoxylin：PTAH）染色，b：エラスチカ・ワンギーソ
ン（Elastica van Gieson：EVG）染色．いずれもルーペ像．

Multiple organ failure

Hypoxia

Death
図 9 病態フローチャート
心膜原発中皮腫により心膜のコンプライアンスが失われ心拡張
不全が生じ，心拍出量の著明な低下を来した結果，最終的に心
不全，多臓器のうっ血，肺動脈血栓の診断となった．

3）求心性左心肥大＋心筋斑状線維化（508 g）
（左室壁厚
な原因で起こり得ます．中皮細胞というのは形態学的に非

17 mm）
4）大動脈粥状硬化，軽度

常に多彩であり，通常の炎症であっても非常に奇異な形状

5）脾うっ血，髄外造血（68 g）

となります．細胞異型だけで腫瘍であると診断することは

6）出血性膀胱炎

非常に難しいというのが，中皮細胞の大きな特徴です．
以前，これは何とかならないかなと思って，実際にクロ

7）副腎萎縮，軽度
8）甲状腺萎縮

マチン量を測ったことがあります．反応性の細胞でも 5 倍

9）上皮小体主細胞過形成，軽度

体などという異常な核型が出てきます．ですから，悪性中

10）骨髄低形成（おおむね年齢相応）

皮腫をよく理解している細胞検査士や病理診断医として

11）前立腺混合型過形成

は，中皮細胞が腫大しているときに病変の一部を見て悪性

12）精巣萎縮

中皮腫という診断を，積極的にはできません．

13）舌筋萎縮

名取：それでは，このセッションの総括を，三上教授に

14）体格，栄養状態良好（身長 172.0 cm，体重 88.2 kg）

質疑応答

お願いいたします．
三上：本日の症例は心膜悪性中皮腫ということで，私は
初めて見せていただきましたが，やはり部分像から診断を

渡邉：以前も心膜悪性中皮腫の症例があって，大動脈と

つけることは難しいというのを再認識いたしました．中皮

肺動脈の間の心膜翻転部のあたりに腫瘤があり，その周囲

腫の生検検体での診断が難しいことは認識していますが，

が嚢胞状にいくつかに分かれていて，心嚢液が何回も貯

何とか診断技術を向上させていく方法が見つかれば良いと

まっては抜いてということをやっていて，生前診断ができ

思っております．

ませんでした．今回の症例は腫瘤性病変が術前分かってい
ませんが，心嚢液が貯まったような状態で，心膜全体に悪
性中皮腫が存在するのか，部分的に存在するのか，教えて
下さい．

名取：ご参加ありがとうございました．

症例解説
原発性心臓腫瘍は全剖検例の 0.0017〜0.33％ に発見され

二本柳：腫瘤の形成に関しては，今回のように均一に心

る稀少疾患である．その中でも悪性心膜中皮腫は，原発性

臓を覆うように存在するものもありますので，生前に腫瘤

心臓腫瘍の 0.4〜3％ ときわめてまれな悪性腫瘍である１）．

が不明確であることは，病理組織学的にはありえます．

悪性心膜中皮腫は全ての年齢に認めるものの 20 歳以下に

渡邉：生前に 2×2 cm 大の心外膜切除標本を病院病理

少なく 40〜60 歳代に多く発生している．アスベスト曝露

部に提出しましたが，そこでは中皮腫という診断にはなり

の関与が推定されているが，明確な関連性は明らかではな

ませんでした．結局，剖検となって悪性中皮腫となるのは，

い２，３）．本疾患は無症候期間が長く，自覚症状としては主に

心膜のどのあたりなのでしょうか．

胸痛，咳嗽，動悸，息切れ，上大静脈症候群，心タンポナー

澁谷：心膜中皮腫の場合には，心嚢炎を起こし心嚢液が

デなどの収縮性心膜炎やうっ血性心不全に基づくものが多

貯留しますが，この病態は感染症や膠原病など，いろいろ

い４）．心膜原発悪性中皮腫の診断基準は，1974 年 Anderson
東邦医学会雑誌・2017 年 3 月
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と Hansen により提唱され，以下の 4 項目（I．腫瘍は心

Ber-EP4 などが存在する．ただし，胸膜ではない症例，紡

外膜に限局し臓側心外膜を穿通していない，II．転移はあっ

錘細胞型あるいは二相型の症例では陽性マーカーの感度が

てもリンパ節のみ，III．他の原発性腫瘍が存在しない，IV．

低いため，診断精度の向上が望まれている．紡錘細胞型悪

死亡例では剖検がなされている）を全て満たすことが必須

性中皮腫の鑑別には，in situ hybridization 法が有用であ

５）

条件となっている ．実際はこの診断基準を満たすものは
40％ 程度とされ，近年では重複癌や多臓器への転移の報
告もある．診断は心嚢液細胞診や心膜生検による病理診断
と MRI にて行われることが多く６），心嚢液中のヒアルロン
酸値が 44 万 ng/ml 以上が優位であるといった報告もあ
る７）．悪性心膜中皮腫の平均生存期間は診断から 6 カ月程
度と予後不良であり，生前診断は 10〜20％ 程度と低く，
本症例のように剖検によって診断がついた症例も少なくな
い８）．治療は化学療法や放射性療法，限局症例では外科的
切除などを行うこともあるが今のところ治癒を目的とした
有効な治療法は確立されていない．

考察（臨床）
剖検により診断された原発性悪性心膜中皮腫の 1 例を経
験した．入院当初より悪性腫瘍を念頭に入れ，検査を行っ
ていたが，各種検査で陰性であり診断に至ることはできな
かった．悪性心膜中皮腫は非常にまれな疾患であり，生前
診断が困難であることがこの疾患の難しいところである．

考察（病理）
悪性中皮腫の発生部位として最多であるのは胸膜であ
り，アスベスト曝露が有意な危険因子であることが知られ
ている９）．心膜発生の悪性中皮腫は頻度が少ないため危険
因子の同定は困難とされ，アスベスト曝露との相関性は示
されていない．悪性中皮腫の診断には免疫組織化学染色が
有用である１０）． 悪性中皮腫のマーカーとしては calretinin，
WT-1，D2-40 が，癌腫のマーカー（中皮腫陰性マーカー）
としては thyroid transcription factor 1（TTF-1）
，CEA，

64 巻 1 号

るとの報告がある１１）．
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