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浸潤性胸腺腫に対する拡大胸腺摘出術後に
心膜切開後症候群を来した 1 例
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要

旨

症例は 57 歳，男性．胸部大動脈瘤フォロー中の前医 CT で前縦隔に 36 mm 大の腫瘤性病変を認め，当院を受診した．浸
潤性胸腺腫を疑い，胸骨正中切開により腫瘍を含む拡大胸腺摘出術を施行した．術中所見にて腫瘍の浸潤を疑った局所心膜
を合併切除し，心膜欠損部位を Gore-Tex シートで再建した．術後 8 日目より 38℃ 台の発熱と心囊水貯留，また心電図で広
範な誘導における ST 上昇を認め，心膜切開後症候群を疑いコルヒチンと NSAIDs を投与するも腎障害を来し内服困難と
なった．その後も著明な隔壁形成を伴う心囊水が増加したため，初回手術後 15 日目に胸腔鏡下心膜開窓術を施行した．再手
術後よりステロイド投与も開始し，心囊水は減少，解熱を得て，白血球数と CRP 値は正常化した．心膜切開後症候群は，心
臓手術後の合併症として比較的よく知られるが，心膜切開を要する縦隔腫瘍手術後においても認識されるべき病態と考え
る．
索引用語：胸腔鏡下開窓術，胸腺腫，縦隔腫瘍，心囊水，心膜切開後症候群
thoracoscopic pericardial fenestration, thymoma, mediastinal tumor, pericardial effusion, postpericardiotomy syndrome

はじめに

既往歴：胸部大動脈瘤，高血圧．
喫煙歴：1 日 15 本，37 年間（20-57 歳）．

心膜切開後症候群は，開心術後の合併症の一つとして

現病歴：胸部大動脈瘤で近医にて経過観察中に胸部

報告され，NSAIDs，高容量アスピリン，コルヒチン，ス

CT で気管分岐部レベルに 36x18x25 mm 大の前縦隔腫

テロイドの全身投与による治療が一般的である．今回，

瘍を認めた．精査加療目的に当院を受診した．

浸潤性胸腺腫に対する拡大胸腺摘出術後に心膜切開後症
候群を来し，胸腔鏡下心膜開窓術とステロイド投与を要
した 1 例を経験したので，文献的考察を含めて報告する．
症

例

症 例：57 歳，男性．
主 訴：特訴なし．

入院時現症：身長 170 cm， 体重 60 kg， 体温 36.6 度，
血圧 109/69 mmHg，心拍数 92 回/分

整，SpO2：98%

（room air）
．心音，呼吸音に雑音聴取せず．
入院時血液検査所見：血算・生化学・血糖・凝固に異
常所見なし．CEA 5.5 ng/mL，sIL-2R 755 U/mL，抗 AchR 抗体陰性．
胸部 CT（Fig. 1a）：前縦隔に辺縁不明瞭な 36×18×
25 mm 大で周囲への浸潤傾向のある不整形腫瘤を認め
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本論文の要旨は第 167 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会
にて発表した．

た．腫瘤は充実性成分と囊胞性成分が混在していた．
FDG-PET 検査（Fig. 1b）
：造影 CT で増強効果を伴う
部 分 に SUVmax 10.9（1hr）/11.1（2hr）の 明 瞭 な FDG
集積を認めた．

胸腺摘除術後，心膜切開後症候群の 1 例

Fig. 1
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(a) Computed tomography showed an irregular shaped tumor (white arrow) located in the anterior mediastinum. The tumor consisted of cystic and solid components. (b) 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography revealed a maximum standardized uptake value of 10.9
(1 hr) /11.1 (2 hr).

Fig. 2

Intraoperative findings on initial surgery: (a) A tumor (white arrow) had firmly adhered
to the pericardium and left upper lobe (white arrowhead), and invasion was suspected.
(b) The pericardium was partially resected with the tumor and reconstructed with a
Gore-Tex sheet.

治療方針：浸潤性胸腺腫等の悪性度の高い胸腺上皮性

ではあるが CD1a 陽性のリンパ球が介在していた．以上

腫瘍を疑い，胸骨正中切開による拡大胸腺摘出術の方針

から WHO 分類で TypeB3 胸腺腫と診断，腫瘍は周辺脂

とした．

肪組織にわずかに浸潤しており，正岡分類 II 期であっ

初回手術所見（Fig. 2）
：腫瘍は褐色調で弾性硬．傍心

た．

膜脂肪織，胸腺組織を一塊にして剥離した．腫瘍は一部

初回術後経過：術後第 6 病日の採血で CRP 9.47 mg/

心膜と癒着していたため，心膜を 30x30 mm 程度合併切

dl，WBC 6400/μl と炎症反応の遷延を認め，経口 ABPC/

除し，欠損部位は Gore-Tex 心膜用シート（ゴアテック

CVA 250 mg×3 回/日を開始した．術後第 8 病日に 38℃

Ⓡ

台の発熱と心電図で広範な誘導における ST 上昇，心エ

病理組織所見（Fig. 3）
：腫瘍は膠原線維性の結合組織

コーで心囊水貯留と心膜の軽度輝度上昇も認め（Fig. 4）
，

ス EPTFE パッチ II）で修復した．
内に不規則地図状に増殖し，胞巣内には壊死と少数のリ

感染性心膜炎を考慮し，抗菌薬を PIPC/TAZ 4.5 g×2

ンパ球が見られた．腫瘍細胞の核は軽度の核形不整や大

回/日，VCM（初回投与量 1 g，以降 0.75 g×1 回/日）に

小不同を伴い，クロマチンの増量も軽度認められた．免

変更した．術後第 10 病日に心囊水の増加を認め，心膜切

疫染色では腫瘍細胞は CD5 がび漫性に陽性であり，少数

開後症候群を疑いコルヒチンと NSAIDs の内服を開始
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Fig. 3

(a) Macroscopic findings of the resected thymus with tumor (black arrow) and (b) Histopathological findings of the invasive thymoma. Tumor cells showed mild irregular nuclear morphology and increased chromatin (HE, ×200).

合計 3 ヵ所で心膜を開窓し，心囊内と左胸腔内にドレー
ンを留置した．初回手術で心膜再建に用いた Gore-Tex
シートの一部も確認されシート除去も試みたが，胸骨裏
面，その周囲との癒着が著明であり，胸腔鏡下での安全
なパッチ除去は困難と判断し，除去を断念した．
再手術後経過：術中採取した心囊水のグラム染色は陰
性で，細胞診でも悪性細胞を認めなかった．以上より心
膜切開後症候群による心膜炎が心囊水貯留の原因と考
え，PSL（メチルプレドニゾロンコハク酸エステル）125
mg/day の投与を開始した．術後心囊水の再貯留はなく，
Fig. 4

An echocardiogram shows pericardial effusion
and formation of the septal wall.

初回手術後第 45 病日に PSL20 mg/day まで漸減し退院
した．外来にて PSL 投与を終了し，術後 2 年半経過した
現在まで心囊水の再貯留なく経過している．

したが，コルヒチン内服後からシバリングを来しコルヒ
チンの内服は中止，また術後第 11 病日より乏尿を生じ，
薬剤性腎障害を疑い NSAIDs を中止した． 心エコー上，

考

察

心膜切開後症候群は，心膜切開操作後数ヵ月以内に心

心囊内は高度な隔壁形成を伴っており，経皮的心囊穿刺

囊液貯留，胸水貯留，発熱，胸痛，心膜摩擦音の聴取を

による心囊水のドレナージは困難と判断，外科的心囊ド

来す症候群である１，２）．後述するが，本症候群に対する内

レナージを施行する方針とした．

科治療の 1 つにコルヒチンの内服があり，この有効性を

再手術所見（Fig. 5）
：初回手術から術後第 15 病日に

検討した COPPS，COPPS-2 試験では，上記 5 つの臨床症

右側臥位にて胸腔鏡下心膜開窓術を施行．心膜には明ら

状のうち 2 つを満たすことで確定診断としている１，３）．本

かな異常所見なく，背側の心囊を 10x15 mm 程度開窓し

症候群の発症頻度は開心術後で 10-30% とされ４），心臓手

たところ，暗褐色透明の心囊水の流出を認めた．心囊内

術後の合併症として比較的よく知られるが，経静脈的

の著明な隔壁形成のため，隔壁を可及的に破壊しながら

ペースメーカー埋め込み術後や胸部外傷後などの非開心

胸腺摘除術後，心膜切開後症候群の 1 例

Fig. 5
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Preoperative chest radiograph indicating an increased cardiothoracic ratio (a) and intraoperative findings of the second surgery: (b) The pericardium was tense and the effusion was turbid and yellow. A drainage tube (white arrow) was inserted into the pericardial cavity. (c) In the pericardial cavity, partition wall formation was marked.

術後にも生じる５，６）．一方，縦隔腫瘍術後での報告は我々

た，開心術後の報告でも，冠動脈バイパス術後に心膜切

が検索した限り，Yukumi ら４）の 2 例のみである．本例で

開後症候群を呈し，心囊水が心臓後壁に限局していたた

は，心囊液貯留，発熱，心膜液貯留を認め，心囊液の細

めに経皮的心囊ドレナージを施行するも症状が再燃，心

菌培養検査と細胞診も陰性であることから心膜切開後症

膜開窓術により心囊水のコントロールに成功してい

候群と診断した．

る１４）．心囊穿刺後も反復して心囊液貯留を呈する場合に

心膜切開後症候群の治療には，NSAIDs やアスピリン
などの抗炎症薬やステロイド，コルヒチンなどの薬物治
３，
７-１２）

療が有効であるが

も心膜開窓術は有効であると考えられる．
心膜切開後症候群の発症機序は明らかになっていな

，本例の如く，薬物治療に抵抗性の

い．Engle らによると，発症には自己免疫応答が関与して

場合には経皮的心囊ドレナージや心膜開窓術などの外科

いるとされ，本症候群発症患者では抗心臓抗体が強発現

１３，
１４）

．前述した縦隔腫瘍手術の術後に

しているという４，１５）．心膜切開操作により心膜中皮細胞や

心膜切開後症候群を来した 2 例では，いずれも心囊穿刺

心筋が障害され，抗原が血流に入ると抗心臓抗体と自己

により症状の改善と心囊液のコントロールに成功してい

免疫応答を生じ，免疫複合体が心膜や胸膜に沈着するこ

的治療が選択される

４）

る ．しかしながら本例の様に心囊内に高度な隔壁形成を

とで局所炎症を生じ心囊水や胸水を生じるとされる．ス

伴う心囊液貯留においては，経皮的心囊穿刺でのドレ

テロイド投与はこれらの自己免疫応答を抑制するため，

ナージ効果は不十分と考えられ，European Society of

本症候群の治療として有用とされる１，２，４，１１）．また，Imazio

Cardiology（ESC）発行のガイドラインでも，隔壁により

らの報告では，本症候群の発症は女性に有意に多く，こ

多房化した心囊液貯留や後側壁に限局した心囊水貯留，

のことはあらゆる自己免疫疾患が女性に多いことと関連

10 mm 以下の心囊液貯留に対しての心囊穿刺は危険で

していると考察される２）．本例では抗心臓抗体の検索はさ

あり，外科的開窓術がより安全であるとしている１３）．ま

れていないが，再手術後にステロイドを導入し軽快して
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いる．一方で，本症候群を疑った初回手術後速やかにス

diotomy Syndrome and Postoperative Atrial Fibrillation.

テロイドを投与していれば，心囊液増加による再手術を

The COPPS-2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2014 ;

回避できた可能性は否めない．初回手術で心膜再建に使

312: 1016-23.

用した Gore-Tex シートは人工物であり，術後早期のス

4．Yukumi S, Suzuki H, Kashu Y, Okazaki M, Sano Y. Post-

テロイド導入による縦隔炎をはじめとした感染誘導を危

pericardiotomy syndrome after thymothymectomy: re-

惧し，本例では他の内服治療法を優先した．

port of two cases. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2012; 60:

また，Gore-Tex シートによる心膜再建が心膜とシート

462-4.

の化学的炎症反応を生じ，心膜切開後症候群の誘因と

5．Sasaki A, Kobayashi H, Okubo T, Namatame Y,

なった可能性も考慮される．Gore-Tex シートでの心膜再

Yamashina A. Repeated Postpericardiotomy Syndrome

建を原因として収縮性心膜炎を生じたとの報告もあ

Following a Temporary Transvenous Pacemaker Inser-

６，
１６）

る

．本例では，幸い，再手術時に開窓し切除した心膜

のグラム染色は陰性であり，心囊水の細菌培養検査も陰
性であったことから，最終的には感染性心膜炎は否定さ
れている．しかしながら培養検査結果が不明な再手術時
点においては，人工物（ゴアテックスパッチ）の除去は

tion, a Permanent Transvenous Pacemaker Insertion
and Surgical Pericardiotomy. Jpn Circ J 2001; 65: 343-4.
6．松本真介，梅田幸生，森

義雄，滝谷博志．鈍的胸部外傷

後 4 日目に発症した急性心タンポナーデの 1 例．日呼外
会誌 2017; 31: 20-6.

本来必須であり，我々も再手術目的の一つと考え手術に

7．Fink D, Frigiola A, Cullen S. Postpericardiotomy syn-

臨んだが，実際には胸骨裏面，パッチの周辺組織との癒

drome : recurent cardiac tamponade and an exquisite

着が著明であり，左胸腔鏡下での安全なパッチ除去は困

steroid response. BMJ Case Rep 2012 ; 2012 : bcr

難であると判断し，心膜開窓を行うに留めた．一方で，

2012007761.

本例では，初回手術において心膜合併切除の範囲も比較
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心臓前面の高位縦隔であった点から，そもそも心膜再建

用であった小児症例．日集中医誌 2012; 19: 433-4.

自体が不要であった可能性も否めない．
結

語

浸潤性胸腺腫に対する拡大胸腺摘出術後に心膜切開後
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A case of post-pericardiotomy syndrome after extended thymectomy for invasive thymoma
Junko Okamura, Yukinobu Goto, Takahiro Yanagihara
Naohiro Kobayashi, Shinji Kikuchi, Yukio Sato
Department of Thoracic Surgery, University of Tsukuba Hospital, Ibaraki, Japan
A 57-year-old man presented with a 36-mm mass lesion in the anterior mediastinum detected by chest computed tomography during follow-up for a thoracic aortic aneurysm. Invasive thymoma was suspected and extended thymectomy was performed through median sternotomy. Intraoperatively, the local pericardium putatively affected by tumor
invasion was excised and the pericardial defect site was reconstructed with a Gore-Tex sheet. High fever, pericardial effusion, and ST elevation on electrocardiography were observed on the 8 th day after surgery ( diagnosed as postpericardiotomy syndrome) but colchicine and NSAID administration resulted in renal impairment. An increase in pericardial effusion accompanied by marked growth of the septal wall was treated with thoracoscopic pericardial fenestration on the 15th day after surgery. Post-surgically, steroid administration was started and pericardial effusion was reduced, the fever went down, and the white blood cell count and CRP value normalized. Post-pericardiotomy syndrome
is a relatively well-known complication after cardiac surgery, but it should be considered as a possibility even after mediastinal tumor surgery requiring pericardiotomy.
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