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《症例報告》

99mTc心プール断層において特異な変化を呈した
　　　　　　　　　収縮性心外膜炎の一例

森下　　健＊　　河村　康明＊

若倉　　学＊　　武藤　敏徳＊

奥住　一雄＊　　岡本　　淳＊

ll崎　純一＊

　要旨　心膜疾患の報告は超音波・X線CTによるものはみうけられるが，心臓核医学的な報告はまれで

ある．本症例は前記の検査のほか，・L臓カテーテノレや既往歴・家族歴より結核性の収縮性心外膜炎と考えら

れるが，99mTc心断層像において，左室周囲に特異な欠損部位を示したので報告するとともに，心膜疾患に

おける99mTc心断層法の有用性を確認した．

1．はじめに

　心臓核医学の発達に伴い，虚血性心疾患の

viabilityの同定や心機能の解析は数々の報告をみ

るが，心膜や心のう液などの心筋周囲の疾患に関

する報告は症例が限られることもあり，特に核医

学の分野では少ない．われわれは収縮性心外膜炎

に起因すると考えられる興味ある所見を核医学的

に得たので，若干の考察を加えて報告する．

II．症　　例

　症例：　T．W．，47歳，男性，－E員．

　主訴：　労作時息切れ．

　発症および経過：　昭和60年夏頃より，激しい

労作後に息切れの出現をみた．同年，秋頃より顔

面浮腫や下肢浮腫を生じ，夜間に喀疾の増強およ

び起座呼吸の状態が軽度みられたが放置す．昭和

60年12A，吐血し近医にて胃潰瘍の診断で治療

をうけ，吐血は消失したが，喀疲，息切れ等の症

状の改善はみられず，感冒の治療をうけるも症状

の変化はなく，昭和61年4月21日，東邦大学大

森病院第一内科外来を受診し，入院となる．

＊東邦大学医学部第一内科

受付：62年5月18日
最終稿受付：62年8月11日
別刷請求先：大田区大森西6－11－1（⑰　143）

　　　　　東邦大学医学部第一内科

　　　　　　　　　　　　　　森　F　　　健

　既往歴：　肺結核（5歳時）．

　家族歴：　母，肺結核にて死亡（患者4歳時）．

　入院時所見：　身長151．5cm，体重50．5　kg，血

圧110／80mmHg，脈拍70／min，奇脈を認めず，

貧血，黄疸はなく顔面浮腫状，心雑音なく，心音

m音聴取する．また，肝1横指触知するが，腹水

はなく，前脛骨部に浮腫を認めた．

・入院時検査所見：　GOT・GPT等の肝胆道系

酵素は正常域にあり，血清アルブミン値も4．lg／d∫

と正常，他の血液，生化学検査所見も異常所見を

認めず，ツ反は陽性であった．

　入院後経過：　入院後，利尿剤およびジギタリ

ス剤の投与により，前脛骨部浮腫は消失，息切れ

等の左不全症状も減弱，消退し，心臓カテーテル，

Rl検査，超音波などの心精査後，外来通院とな

った．

【画像診断】

　（1）胸部X線写真および心電図

　胸部X線写真の正面像では心陰影中央部のほぼ

左心房の領域にhigh　densityを認め（黒矢印），

左側面像では左室後壁の左心房との境界領域に石

灰化を認めた．

　また心電図は軽度の右軸偏位およびII・III・

aVF・V2．6に及ぶT波の陰転化を示した（Fig．1）．

　（2）超音波

　断層エコーでは長軸像（左上段）および四腔像

（左下段）において左房，左室の境界領域で輝度の
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Fig．1　Chest　X－ray　shows　calcification　in　left　ventricu－

　　　　　lar　p（、stcrior　waU　（black　arrow）and　ECG

　　　　　sh（、ws　inverted　T　wave　in　Il、IlI，aVll・and　V24膓

　　　　　1cads．

強い丁コー一を認め，左室の後万より左室腔1人j－’突

出している（白矢印）．主た，右側のMモードエ

コーにても1司部位にエコー輝度の増強を認めた

（Fig．2）．

Fig．3　CT　shows　pericardial　calcificati（m　and　thicken－

　　　　　in9（white　arrows）in　left　ventricle．

　（3）　X彩WCT

　胸部X線’∫真および超音波断層でhigh　density、

エコー 輝度の増強を示した部位と1司位置ゾ）左室後

万に石灰化および壁の肥厚を認めた（白矢自り
（Fig．　3）．

　（4）　1亥1クミ”｝：：杉ミ査i

　a）f）9mTcシンチゲラフf－

　tigrriTc人lllL清’ノ’ルブミンによる心プール断層像

では冠状断層像で各スライスにおいて左室をとり

実くkうに欠損像を認めた．拡ノミイメージでは，

右上段の冠状断ll、】像で前記のこヒく，アイソトー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J　　　　
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Fig．2　2－D　echo　shows　high　density（white　arrows）and　encr（ハaching　on　the　left　ventricular

　　　　　cavity（1eft　upper　and　Ieft　lower）and　M－mode　echo　sh（ws　high　density　m　perlcar－

　　　　　dium（right）．
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Fig．4　99mTc－HSA　cardiac　pool　scans　by　SPECT　and　schema　show　large　cold　spot　region

　　　surrounding　left　ventricle　in　coronal　view（left　and　middle　upper）and　4・chamber

　　　view（middle　lower）（black　arrows）．

プカウントの低い領域を示し（黒矢印），四腔断層

像においても左室側壁に同様なイメージが存在し，

超音波所見と同様に左室内腔へ突出している（黒

矢：印）（Fig．4）．
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Fig．5　99mTc－HSA　first　pass　study　in　LAO　45°proj㏄一

　　　　tion　and　schema　show　large　left　atrium　and

　　　99mTc　are　pooled　in　left　atrium（white　arrow）．

LA　
：
　 1●ft　　●trium

LV：1●ft　ventricle

AO：■orte，

　99mTcのファーストパス像（左前斜位45°）では

白矢印のごとく，左心房でのアイソトープの停滞

を認めた（Fig．5）．

　b）201Tl心筋シンチグラフィー

　201Tl心筋シンチグラフィー冠状断層像では心

筋周囲に10w　uptake領域を認めた（Fig．6）．

　（5）心臓カテーテル検査

　圧データ：右室（収縮期／拡張期／平均）

　　　　　　　38／4／12

　　　　　　　dip　and　plateau　pattern

　　　　　　肺動脈（収縮期／拡張期／平均）

　　　　　　　40！20／28

　　　　　　肺動脈模入圧（a波／v波／平均）

　　　　　　　一／一！25

　　　　　　左室（収縮期／拡張期）

　　　　　　　108／7－18

　　　　　　右室造影：右室および左房の拡大

　　　　　　左室造影：1～II度僧帽弁逆流

　　　　　　冠状動脈造影：右左冠状動脈ともに

　　　　　　　正常

上記所見より，constrictive　pericarditisと診断

した．
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Fig．6　201Tl　myocardial　scintigraphy　shows　slightly　low　uptake　region　surrounding　Ieft

　　　ventricle　in　coronal　view．

IH．考　　察

　本症例は左右心不全症状を主徴として入院とな

った症例である．収縮性心外膜炎のetiologyは

Mizunoら1），　Blakeら2）の報告では，従来教科書

的に述べられていたような結核性のものは現在は

多くないと考えられる．一方，その診断の指針と

してMaischら3）はantimyolemmal　antibodyを用

いて免疫学的にその発生原因を追求している．本

例では心膜切除術，開窓術などの外科的処置や心

のう穿刺などは施行されず，内科的治療のみにて

比較的容易に心不全症状の消失を認めたため，生

検などの組織学的診断は行われていないが，既往

歴，家族歴より結核性の収縮性心外膜炎が最も考

えられる．

　心外膜炎などの心膜疾患は，しばしば，特発性

心筋症（特に拘縮型）などと鑑別が困難4）となる

ため最終診断は様々な画像診断を組み合わせて行

われる．過去の報告では超音波を主体として5），

X線CT6），血管造影？），　NMR－CT7）などの報告

は存在するが，核医学的な手法を用いた報告は少

ない．本症例の99mTc心断層における左室周囲の

欠損像は石灰化および結核性変化によるものと考

えられるが，左室後方よりの突出像はSchwarz

ら7）の報告のような心外膜における結核腫の発達

による影響とも考えられる．また，肺門リンパ節

よりの直接侵襲や胸膜変化の影響など心臓外から

の影響も当然，考えなければならないが，本症例

においては超音波やX線CTなどの所見もあわせ

て考えると，心外膜の変化に起因するものと考え

るのが妥当であろう．さらに，本例で201T1心筋

断層よりも99mTcによる心プール断層が有用であ

ったことから，心外膜炎や心のう水の同定におい

ては99mTc心プール断層の有用性が示唆された．

Linら8）は結核性の心外膜炎において67Ga－citrate

の集積を認める報告をしている．本例においては

67Gaシンチグラフィーは施行されておらず，言

及しがたいがPericardial　diseaseに対して様々な

核種によるアプローチの可能性を示していると考

えられる．

　おわりに，本報告に協力をたまわった東邦大学大森病

院RI室の諸氏に深謝いたします．
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Summary

ACase　of　Constrictive　Pericarditis　Demonstrated　Specific

　　　　　　　　　　Change　by　99mTc　Cardiac　SPECT

Takeshi　MoRisHiTA，　Yasuaki　KAwAMuRA，　Ichio　OKuzuMl，　Kiyoshi　OKAMoTo，

　　　　　　　Manabu　WAKAKuRA，　Toshinori　MuTo　and　Junichi　YAMAzAKi

The　First　Department　of　lnternatルfedicine，　Toho（ノniversitγSchool　ofルtedi（’ine

　Pericardial　diseases　were　mainly　studied　by

ultrasound　cardiography　and　CT．　And　there　are

few　reports　about　the　application　of　SPECT　on

pericardial　diseases．　Recently　we　experienced　a　case

with　pericardial　diseases　diagnosed　clearly　using

SPECT　method．
　This　case　was　considered　tuberculous　constric一

tive　pericarditis　by　the　conventional　methods．　A

specific　cold　area　surrounding　left　ventricle　was

an　important　finding　for　the　diagnosis　of　peri－

cardial　disease．

　Key　words：　Constrictive

cardiac　SPECT，　Tuberculosis．

pericarditis，　99mTc
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