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《症例報告》

放射線治療16年後に慢性収縮性心膜炎をきたした1例

広瀬　義晃＊　　石田　良雄＊　林田　孝平＊　濱田　星紀＊

外山　卓二＊　　宮武　邦夫＊＊　今北　正美＊＊＊植原　敏勇＊＊＊＊

西村　恒彦＊＊＊＊＊

　要旨　放射線照射16年後に慢性収縮性心膜炎をきたした1例を報告する．症例は51歳女性．29歳時に

乳癌にて左乳房切除術，放射線照射を受けた．放射線治療16年後に完全房室ブロックを発症しペースメー

カ植込み術を施行されたが，その際，慢性収縮性心膜炎と診断された．その後，三尖弁閉鎖不全を合併し，

心不全を呈した．核医学的には67Gaシンチグラフィにて心臓部への集積，および99mTc－human　serum

albumin（HSA）心プールシンチグラフィにて右房の拡大，心膜液貯留が認められた．さらに201Tl安静時

心筋シンチグラフィにて右室心筋欠損像を認め，右室心筋障害の合併が示唆された．

　病理学的には心膜肥厚，癒着および右室心筋と刺激伝導路の線維化が認められ，核医学検査所見と一致し

た．

　最近の放射線治療の進歩により患者の予後が改善し，放射線治療後の収縮性心膜炎の患者を診察する機会

は少なくないと思われる．特に，本例のように慢性的経過をとる場合，核医学検査が経過観察に有用と考え

られた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：1091－1096，1993）

Lはじめに
　慢性収縮性心膜炎は心膜液が貯留し，心膜の癒

着，線維化などの器質的変化をきたす．その原因

として，感染性，腫瘍性，特発性などのほか，放

射線照射によるものも少なくなく，長期にわたる

無症状の期間を経て発症することがある1）．放射

線照射は，心膜のみならず，心筋，心内膜，弁に

も直接的な障害を及ぼし，多彩な病態を呈するこ

とが特徴である2・3）．
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　今回，われわれは，放射線治療16年後に完全

房室ブロックが出現し，精査により慢性収縮性心

膜炎と診断された1例を経験した．67Ga，201Tl

心筋，99mTc－HSA心プールの各シンチグラフィに

て経過を観察し，興味ある所見を認めたので報告

する．

IL　症　　例

　患者：51歳，女性

　主訴：全身倦怠感，呼吸困難

　既往歴：29歳時，左乳癌にて左乳癌根治術およ

び放射線治療を受けた．放射線治療の詳細につい

ては不明であるが，胸骨傍，左鎖骨上窩リンパ節

を含む照射野に50Gy程度の照射を受けたと思

われる．

　現病歴：放射線照射から16年後の45歳時に失

神発作があり，完全房室ブロックの診断にてペー

スメーカを植込まれた．この時の胸部単純写真で

は，心拡大と心左縁に添って心膜の肥厚が認めら
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Fig．1　Chest　film　showing　the　enlargement　of　the

　　　cardiac　shadow　and　pericardial　thickening
　　　around　the　left　margin　of　the　heart　at　age　45．

Fig．3　Chest　film　showing　the　enlargement　of　the

　　　cardiac　shadow　and　left　pleural　efrusion　at

　　　age　51．

Fig．2　The　dif『use　67Ga　uptake　in　the　region　of　the

　　　heart．
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Fig．4　The　diffuse　67Ga　uptake　in　the　region　of　the

　　　heart．

れた（Fig．1）．67Gaシンチグラフィ（67Ga－citrate

lll　MBq静注48時間後に撮像）では心臓部に一

致する淡い集積が認められ，心臓の活動性の炎症

が示唆された（Fig．2）．

　翌年，心臓カテーテル検査にて，dip　and　plateau

型右室内圧曲線が認められたため，慢性収縮性心

膜炎と診断された．その際，三尖弁閉鎖不全も指

摘された．50歳時，三尖弁閉鎖不全の増悪（4度

の逆流）をみた．これはペースメーカのリード線

による弁尖の圧排が直接の原因であったため，

ペースメーカ再植込みと心膜開窓術が施行された．

これにより三尖弁閉鎖不全は一時改善（2度の逆

流）したが，翌年，全身倦怠感，1呼吸困難のため

入院となった．
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Fig．5
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201TI　scintigraphy．　No　perfusion　defect　in　the　left　myocardium　can　be　s㏄n．　But

the　vagueness　of　the　right　myocardial　contour　suggests　the　myocardial　damage

induced　by　the　irradiation．
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Fig．6　First　pass　images　of　the　radionuclide　angiography．　Dilatation　of　the　right　atrium

　　　　　can　be　s㏄n．　Right　ventricular　ejection　fraction　is　41％．1sec／frame．
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Fig．7　ECG　gated　cardiac　blood　pool　scintigraphy．　Pericardial　halo　around　the　ventricles

　　　　　can　be　seen．　Left　ventricular　ejection　fraction　is　45％．
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Fig．8　Ultrafast　CT　cardiac　images．　Dilatation　of　the

　　　right　atrium　and　inferior　vena　cava，　and

　　　massive　pericardial　effusion　can　be　seen．

　　　Pericardium　is　thickened　and　adhered　in　front

　　　of　the　right　ventricle．　Scan　time：100　msec，

　　　slice　thickness：6mm，　slice　interval：10mm．

　入院時身体所見：肝を右鎖骨中線上に3横指触

知した．

　画像所見：胸部単純写真では心拡大と左胸水が

認められた（Fig．3）．67Gaシンチグラフィでは，

45歳時ほど明瞭ではないが，心臓部に一致して

淡い集積が認められ，炎症が持続していることが

示唆された（Fig．4）．201T1心筋シンチグラフィ

（20iTICI　lllMBq静注後30分後に撮像）では，

左室心筋に明らかな灌流欠損は認められなかった

が，右室心筋の灌流欠損が疑われ，右室心筋障害

が示唆された（Fig．5）．

　99mTc－HSA心フ゜一ルシンチグラフイファース

トパス像（99mTc－HSA　740　MBqボーラス静注，1

フレーム／秒にて30秒間撮像）では，ペース

メーカのリード線による右鎖骨下静脈の狭窄のた

め，側副路を介して上大静脈が描出され，三尖弁

閉鎖不全による右房の著明な拡大が認められた

（Fig．6）．右室駆出率は41％であ・・た．平衡時心

電図同期ゲート像では左室駆出率は45％と低下

し，心臓の周囲には心膜液貯留によるPericardial

haloが認められた（Fig．7）．超高速X線CT

（lmatron社製C1　OOXL　scanner，スキャン時間100

msec，スライス厚6mm，スライス間隔10　mm）

では心膜液，右室前壁側に心膜の肥厚と癒着，右

房から下大静脈にかけて著明な拡大が認められ

（Fig．8），核医学検査所見と…致した．

　人院後経過：心膜切除，三尖弁置換，ペース

メーカ再々植込み（心外膜リード）術が施行され

たが，全身状態改善せず死亡した．

　病理所見：剖検心で心膜の肥厚，癒着，右室心

筋の線維化，伝導路の線維化，三尖弁の線維性肥

厚が認められ，放射線照射によるものと考えられ

た．乳癌の再発や転移，放射線肺臓炎は認められ

なか・・た．

川．考　　察

　放射線照射による心膜炎は40Gy以上の縦隔へ

の照射により発症する．急性は照射後数週間以降

に発熱，胸痛，頻脈を主症状とし，心膜液貯留が

起こる．慢性は一般に数か月から数年後に発症し，

呼吸困難，発熱，胸痛，奇脈，房室ブロックなど

を主症状とし，心膜の肥厚，心膜液の貯留，心膜

の癒着をきたす4）．また，本例で認められた三尖

弁閉鎖不全は通常では起こり難いペースメーカ

リード線による弁尖の圧排が直接の原因であった

が，これは照射により弁の肥厚，線維化が存在し
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ていたために惹起されたと思われ，さらに照射に

よる右室心筋障害による収縮障害が関与していた

と思われる5）．

　本例では放射線治療後に，著明な急性症状は出

現せず，16年後に放射線照射に起因する完全房室

ブロックと心膜液貯留性収縮性心膜炎が発症した

と考えられた．放射線治療後長期間して発症した

心膜炎6～9）や完全房室プロップ・7）の頻度は低く，

本例は稀な1例であると思われる．

　67Gaシンチグラフィでは心臓部に一致して集

積が認められ，線維性変化に伴う二次性炎症で心

臓全体に活動性炎症が惹起されたことが予想され

た．また，201T1安静時心筋シンチグラフィでは，

放射線照射をあまり受けなかったと思われる左室

心筋には明らかな灌流欠損はなかったが，照射を

直接受けた右室心筋に障害が示唆され，他の

modalityでは得ることが難しい有用な情報を核医

学的に得ることができた1）．

　心膜液の性状は病因により異なり，放射線照射

による心膜液は，漿液線維素性，漿液血性が多

い5）．本例において心膜にfibrinの析出が認めら

れたことから，漿液線維素性であったと思われる．

心フ゜一ルシンチグラフィで心膜液はPericardial

haloとして明瞭に捉えられ，このほか，心機能，

壁運動，右房拡大など，多くの情報を得ることが

できた．

　超高速CTは時間分解能が最短50　msecで，高

速連続撮影が可能であり，心臓imagin9にはきわ

めて有用なmodalityである20）．造影早期像，後

期像以外に，血流解析や心機能評価も行えるが，

普及するには至っていない．核医学検査は非侵襲

的で，分解能はCTに劣るものの，簡便に多くの

情報を得ることができる点で有用である．

　最近の放射線治療の進歩により癌患者の予後が
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改善され，副作用である慢性収縮性心膜炎の患者

を診断する機会は増えると思われる2・3）．本剤のよ

うに慢性的経過をとって発症する場合があり，核

医学的検査は経過観察に有用である．
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Summary

ACase　of　Radiation－lnduced　Chmnic　Constrictive　Pericarditis

　　　　　　　　　　　Developing　16　Years　after　lrradiation

　　　　　　　　　Yoshiaki　HIRosE＊，　Yoshio　IsHIDA＊，　Kohei　HAYAsHIDA＊，

　　　　　　　　　Takuji　ToyAMA＊，　Seiki　HAMADA＊，　Kunio　MIYATAKE＊＊，

Masami　IMAKITA＊＊＊，　Toshiisa　UEHARA＊＊＊＊　and　Tsunehiko　NisHiMuRA＊＊＊＊

＊1）epartmen’of　Radio　logy，＊＊Depart〃ient　of　ln’ernal・Medici〃e，

＊＊＊Depart〃lent　oゾPatho～bgy，ハ「at’onal　Cardiovasc〃Iar　Center

　　　　　　　　　＊＊＊＊Osaka　Universityルfedica’∫吻o’

　　We　reported　a　51－yr－old　female　with　radiation－

induced　chronic　constrictive　pericarditis．　At　age

29，she　had　received　a　mastectomy　and　postopera－

tive　irradiation　because　of　left　breast　cancer．　At

age　45，　she　had　syncope　and　was　diagnosed　with

complete　atrioventricular　block　and　a　pacemaker

was　implanted．　At　that　time，　pericardial　thickening

with　effusion　was　noted．　The　following　year，

tricuspid　regurgitation　was　noted．　On　catheter

study，　a　dip　and　plateau　pattern　of　the　right

ventricular　pressure　curve　appeared．　At　age　50，

tricuspid　regurgitation　worsened　due　to　the　lead

wire　of　the　pacemaker　compressing　the　leaflet，　and

the　pacemaker　was　reimplanted．　However，　the

following　year，　she　complained　of　general　fatigue

and　dyspnea　and　was　admitted　to　our　hospital．　On

67Ga　study，　diffuse　accumulation　in　the　cardiac

region　appeared．　There　was　no　perfusion　defect

detected　in　the　left　myocardium，　but　right　myo－

cardial　damage　was　suspected　by　thallium　study．

In　99mTc－HSA　RI　angiography，　right　atrium　dila－

tation　apPeared　and　a　pericardial　halo　around　the

ventricles　was　seen．　She　underwent　pericardectomy，

tricuspid　replacement　and　pacemaker　reimplanted，

but　she　died．　On　autopsy，　pericardial　thickening

and　adhesion，　right　myocardial　fibrosis，　the

fibrotic　change　of　the　bundle　branches　were　seen．

We　reported　a　case　of　radiation－induced　constric－

tive　pericarditis．　Radionuclide　studies　were　useful

in　diagnosing　and　following　the　patient．

　　Key　words：　Pericarditis，　Radiation－induced，

Breast　cancer．
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