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A 52-year-old man received partial left nephrectomy for renal cell carcinoma (clear cell carcinoma, G1,

pT1aN0M0) in January, 2003. After 7 years, he was diagnosed with mediastinal lymph node metastasis and

we performed interferon-alpha therapy. After 7 months, he presented with dyspnea. Chest X rays showed

a large globular cardiac shadow. Echocardiography revealed massive pericardial effusion with features of

cardiac tamponade. Under echocardiographic guidance, 1, 020 ml hemorrhagic pericardial fluid was

aspirated ; the fluid revealed class V and our diagnosis was pericardial metastasis of renal cell carcinoma.

We performed treatment with sunitinib for 5 months after pericardiocectesis. Metastatic mediastinal lymph

node size was maintained showing stable disease by computed tomography and cardiac effusion was not

increased, but he died unexpectedly at home.

(Hinyokika Kiyo 58 : 491-494, 2012)
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緒 言

腎癌の心膜転移による心タンポナーデは稀である．

今回，われわれは腎癌の心膜転移による心タンポナー

デの 1例を経験したので，若干の文献的考察を加え報

告する．

症 例

患者 : 52歳，男性

主訴 : 呼吸困難，全身倦怠感

既往歴 : 間質性肺炎，Buerger 病

家族歴 : 特記事項なし

嗜好歴 : 喫煙40本/日（31年間， 3年前から禁煙）

現病歴 : 2002年12月全身倦怠感を認め，近医受診

し，腹部超音波検査にて左腎腫瘍を指摘され，2003年

1 月当科紹介受診．CT で左腎下極背側に，径 3 cm

大の外方突出型の腫瘍を認め，左腎部分切除術を施行

した．

病理組織診断は clear cell carcinoma，G1，INFα，

ly0，v0，pT1a，surgical margin (−) であった．2005

年 1月に縦隔リンパ節腫大が出現したが，その後は経
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Fig. 1. Enhanced CT showed swelling of media-
stinal lymph node (arrows).

時的なサイズ変化を認めず，病理組織診断の結果も考

慮し，炎症性変化の可能性が高いと判断し無治療経過

観察とした．その後，2007年 3月より緩徐に増大傾向

を認めたため (Fig. 1），2010年 2 月 EBUS-TBNA

(endodronchial ultrasound guided transbronchial needle

aspiration : 超音波気管支鏡下リンパ節生検）を施行

し，腎癌リンパ節転移と診断した．手術による外科的

切除は，リンパ節の部位を考慮するとリスクが高いと

判断し，同年 5月から IFNα 療法を開始し，リンパ節
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転移は SD (stable disease) を維持していた．2011年 1

月に発熱，呼吸困難が出現し，胸部単純レントゲンで

心陰影の拡大を認め，当院循環器内科へ紹介し，緊急

入院となった．

入院時現症 : 体温 38.2°C，血圧 110/73 mmHg，脈

拍120回/分，SpO2 96％ (O2 2 l 投与下）．

入院時血液検査所見 : RBC 327×104/μl，Hb 9.3 g/

dl，Ht 29.8％，Plt 39.9×104/μl，WBC 7,940/μl，T-

Bil 0.5 mg/dl，Alb 2.8 g/dl，GOT 45 U/l，GPT 48 U/

l，γGTP 74 U/l，LDH 308 U/l，CPK 111 U/l，BUN 8

mg/dl，Cr 0.53 mg/dl，Na 134 mEq/l，K 4.0 mEq/l，

Cl 99 mEq/l，CRP 5.45 g/dl，BNP 24.5 pg/dl（18.4

以下）．

画像所見 : 胸部単純レントゲンで CTR 73.7％と心

陰影の拡大を認めた (Fig. 2）．心臓超音波検査で心臓

の全周性に echo free space を認めた (Fig. 3）．

入院後経過 : 心タンポナーデと診断し，緊急心嚢穿

刺を施行．計 1,020 ml の血性心嚢液を排出し，心不

全症状は改善した．心嚢液細胞診は class V で，腫大
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Fig. 2. Chest X rays showed large globular cardiac
shadow (CTR＝73.7％).
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Fig. 3. Echocardiography revealed massive pericar-
dial effusion with features of cardiac tampo-
nade.
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Fig. 4. Cytology of pericardial fluid revealed clear
cell carcinoma features and was diagnosed
class V (Papanicolaou staining ×200).

した核が核中心性に位置し，clear cell carcinoma の所

見であり (Fig. 4），腎癌の心膜転移と診断した．

スニチニブ 37.5 mg を開始したが，発熱，上室性

期外収縮が出現したため一旦休薬し， 2週間後にスニ

チニブを 25 mg に減量して再開した． 1日 1回 25 mg

の 4週間連続投与とし，その後の 2週間は休薬とし

た．合計 3サイクル施行した．施行中に心嚢液の増悪

や心機能低下は認めず，リンパ節転移は画像上 SD で

あった．また，不整脈，肺炎，甲状腺機能異常，血圧

変化など，その他の副作用も認めず経過良好であった

が， 3サイクル終了後の休薬期間中に突然死した．

考 察

心タンポナーデの原因として，悪性腫瘍が32％を占

めると報告されており1)，特に血性心嚢液が見られた

泌58,09,06-5

Fig. 5. Drawing of the routes of lymphatic drainage
of the heart and pericardium. The illust-
ration is modified and quoted from 4).
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場合，癌性心膜炎を鑑別する必要があるとされてい

る．悪性腫瘍の心膜転移は比較的多く，剖検例で

15.4％と報告されているが2)，大部分は無症候性であ

るため臨床的に問題となることはほとんどない．

Oliver らによると3)，心膜転移をきたした悪性腫瘍の

原発巣は，肺癌36.5％，乳癌22.3％，白血病と悪性リ

ンパ腫が17.2％であり，腎癌は1.9％であったと報告

されている．

心膜転移の転移経路として，逆行性のリンパ経由が

推測されている4)．本来，心臓のリンパは心膜リンパ

叢に集まり，縦隔リンパ節へ流れ，最終的には胸管や

右リンパ本幹に流入する (Fig. 5）．その経路の途中に

存在する大動脈弓部付近の縦隔リンパ節では，心膜か

らのリンパの流出路が密集するため，転移をきたす

と，心臓由来のリンパ流はうっ滞し，逆行性のリンパ

流が生じる．そして，転移をきたした縦隔リンパ節か

ら逆行性に心膜に転移をきたすと考えられている．心

膜に転移をきたすと，心膜の炎症と組織破壊に伴い，

心嚢液が貯留する．本症例も同様の経路で心膜転移を

きたし，心タンポナーデを発症したものと考えられ

た．

心タンポナーデの治療は超音波ガイド下の心嚢穿刺

が有効とされている．しかしながら，心室穿孔，心室

性不整脈，気胸などの致死的な合併症が 3％前後に発

症すること5)，癌性心膜炎の生存期間中央値が 6カ月

以下であることなどから，心タンポナーデを発症して

も経過観察となる症例も少なくないと思われる．しか

し，腎癌においては，分子標的薬が適応となったこと

から，癌性心膜炎の予後が延長する可能性がある．本

症例も心嚢穿刺後にスニチニブで 5カ月間 SD を維持

でき，不慮の突然死がなければ，さらに生存期間が延

長すると予想された．癌性心膜炎であっても，腎癌の

場合は，心嚢穿刺を施行することで，心不全の改善に

よる症状緩和だけでなく，生存期間が延長する可能性

もあり，積極的に心嚢穿刺を検討する必要があると思

われた．

また，癌性心膜炎は再発の問題も指摘されている．

一時的な心嚢穿刺だけでは再貯留率が 7割近く生じる

と報告されており5)，予防するために様々な心膜腔内

Table 1. Reported cases of cardiac tamponade of renal cell carcinoma in Japan

No 報告者（年) 年齢/性別 病理組織 転移部位 心タンポナーデの治療 予後

1 富田ら（1999) 56/女 不明 縦隔リンパ節，頸部リンパ節 心嚢穿刺＋CDDP 注入 不明

2 小泉ら（2001) 21/女 Papillary＋spindle 大動脈周囲リンパ節肺，肝臓，胸腰椎 対症療法 3日

3 原ら（2001) 57/女 不明 右頸部-縦隔リンパ節 心嚢穿刺 6カ月

4 小島ら（2001) 66/男 Clear cell 胸膜 心嚢穿刺 不明

5 天野ら（2001) 52/男 Papillary 縦隔リンパ節，頸部リンパ節，肺 心嚢穿刺＋MINO 注入 12カ月

6 自験例（2011) 52/男 Clear cell 縦隔リンパ節，肺門部リンパ節 心嚢穿刺 5カ月

CDDP : シスプラチン，MINO : ミノサイクリン．

の薬物投与が検討されてきたが，現時点では確立され

た治療法はない．これまでの報告からは，心膜腔内に

投与すべき薬剤は bleomycin と考えられる7,8)が，実

際は個々の症例によって検討する必要がある．本症例

では，心膜腔内薬物投与の副作用を考慮し，また，ス

ニチニブの治療効果を期待し，まずは心嚢穿刺のみを

施行した．その後，心嚢液の再貯留を認めた場合は，

心膜腔内薬物投与を予定していたが，結局再貯留は認

めなかった．

本症例の突然死の原因は，病理解剖を施行しておら

ず，明らかではない．ただし，突然死直前に循環器内

科を受診されており，胸部レントゲンや心臓超音波検

査からは，心タンポナーデを疑う所見は認めなかっ

た．よって，心タンポナーデの再発が突然死の原因で

ある可能性はきわめて低いと考えられた．また，スニ

チニブを 37.5 mg で開始したときに認められた上室

性期外収縮は，頻度とその程度からは致死的不整脈と

は考えにくく，25 mg に減量してからは不整脈は消失

しており，循環器内科受診時の心電図にも明らかな異

常所見は認めなかったことから，突然死の原因とし

て，致死的不整脈の可能性は低いと考えられた．ま

た，凝固系血液検査所見も正常であり，肺塞栓や脳出

血などの可能性も低いと考えられた．以上より，突然

死とスニチニブの関連性は低いと考えられ，窒息など

の偶発症が突然死の原因ではないかと考えられた．

腎癌の心タンポナーデをきたした本邦報告例は，検

索しえたもので自験例を含め 6 例であった (Table

1)9~13)．縦隔リンパ節転移と明確に記載されていたも

のは 4例であった．

腎癌心タンポナーデの予後は，他の固形癌と同様に

厳しい結果であるが，報告例はすべて分子標的薬を使

用されていないため，今後の報告では生存期間が延長

することが予想される．今後の症例の蓄積が期待され

る．

結 語

腎癌の心膜転移による心タンポナーデの 1例を経験

したので，若干の文献的考察を加え報告した．縦隔リ

ンパ節転移を有する症例は，心タンポナーデの発症に
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注意が必要であると考えられた．

本論文の要旨は第216回日本泌尿器科学会関西地方会

（2011年 9月）において報告した．
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