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非細菌性血栓性心内膜炎を認めたTrousseau症候群の２症例
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非細菌性血栓性心内膜炎（NBTE：nonbacterial thrombotic endocarditis）は悪性腫瘍や自己免疫性疾患などにより，細菌感
染を伴わずに心内血栓を生じる病態である。悪性腫瘍に伴い，全身性に血液凝固異常を生じるTrousseau症候群では，NBTE
が併発することがある。当科でNBTEを伴ったTrousseau症候群２症例を経験したので報告する。症例１，26歳１妊０産。腟
原発明細胞癌の術後再発に対して化学療法を施行していた。経過中に下肢の腫脹と急激なD-dimer上昇を認め，広範囲に多発
する下肢深部静脈血栓症および右房内血栓を認め，再発腟癌に起因するNBTEを伴ったTrousseau症候群と診断した。早期の
原疾患根治は困難であり，右房内血栓による致死的肺塞栓症予防のため，開胸心内血栓除去術を施行した。開胸術後，ワー
ファリン内服で抗凝固療法を行ったが多発血栓が再発し，ヘパリン持続静注による抗凝固療法で改善した。しかし，原疾患
進行のため原癌死に至った。症例２，42歳２妊２産。前医から卵巣癌に起因するTrousseau症候群疑いで紹介となった。肺
血栓症，右房内血栓を認め，卵巣癌に起因した，NBTEを伴ったTrousseau症候群と診断した。右房内血栓による致死的肺塞
栓症予防のため，原疾患治療に先行して開胸心内血栓除去術を施行した。開胸術後，ヘパリン持続静注による抗凝固療法の
上，原発巣手術を行い，卵巣癌IA期類内膜癌Grade 1と診断した。原発巣術後，新たな血栓形成は認めず，ワーファリン内服
での抗凝固療法で外来管理可能だった。NBTEを伴ったTrousseau症候群の治療においては，原疾患治療と早期の適切な抗凝
固療法が重要である。致死性塞栓症予防のため心内血栓除去は有効であり，循環器内科・外科や麻酔科との集学的治療が必
要であると考えた。

Nonbacterial thrombotic endocarditis (NBTE) is a type of noninfectious thromboendocarditis that causes 
malignant tumors and autoimmune disease(s). NBTE associated with Trousseau syndrome is characterized by 
hypercoagulation in malignant tumors. Case 1, a 26-year-old female who  underwent adjuvant chemotherapy 
for recurrent vaginal cancer, was emergently admitted for lower extremity thrombosis; D-dimer elevation 
was found for right atrium thrombosis. Trousseau syndrome with NBTE was diagnosed and cardiothoracic 
thrombectomy was performed to prevent fatal pulmonary embolism due to right atrial thrombosis. Despite 
postoperative administration of warfarin, thrombosis recurred; however, a switch to heparin improved 
thrombosis. Nevertheless, the patient died of cancer progression. Case 2 was a 42-year-old woman in 
whom pulmonary and right atrium thromboembolism were observed in an ovarian tumor. The authors 
diagnosed Trousseau syndrome with NBTE and performed open cardiothoracic thrombectomy to prevent 
fatal pulmonary thromboembolism. After surgery, ovarian endometrioid carcinoma Grade 1 was diagnosed. 
D-dimer level decreased steadily, and she was switched to warfarin from heparin, with no cancer recurrence 
or Trousseau syndrome with NBTE. In Trousseau syndrome with NBTE, early control of thrombosis and 
original disease is important; eliminating thrombosis is effective in preventing fatal embolism. Multidisciplinary 
collaboration among cardiologists, cardiovascular surgeons, and anesthesiologists is necessary.
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緒　　　言

　非細菌性血栓性心内膜炎（NBTE: nonbacter ia l 
thrombotic endocarditis）は1888年にZeiglerにより初め
て報告された１）。その後，1936年にGrossとFriedbergが
悪性腫瘍に伴った例を初めて報告し２），以後担癌患者に
おける過凝固状態において稀に生じる病態として報告さ
れている。NBTEは外傷や自己免疫性疾患，血管炎，凝
固能亢進状態により，心臓弁や近接する心内膜に無菌性
の血小板およびフィブリン血栓による疣贅をきたす病態
とされている３）。診断には，血液培養での細菌感染の否
定および心エコー検査での疣贅検出が必要になるが，疣
贅が小さい場合が多く，診断困難なことが多い。担癌患
者はTrousseau症候群を合併することがあり，肺血栓塞
栓症や脳梗塞をきたすとされるが，その原因の１つと
してNBTEの存在が考えられている４）。Trousseau症候
群やNBTEは卵巣癌や膵癌などの腺癌で多いとされてお
り５），合併する可能性を十分に念頭におく必要がある。
今回，当科でTrousseau症候群を伴うNBTEを認めた２
症例を経験したので報告する。

症　例　１

年齢：26歳　女性
主訴：下肢腫脹
妊娠分娩歴：１妊０産
既往歴：15歳　卵巣嚢腫摘出術，16歳　完全重複子宮手
術
家族歴：特記事項なし
アレルギー：造影剤
現病歴：201X年に受けた人工妊娠中絶術の際に，左腟
壁に腫瘤を認め，組織診で明細胞癌を認めた。広汎子宮
全摘術（両側卵巣温存）+骨盤リンパ節郭清+腟全摘術+
腟造設術が施行され，腟原発明細胞癌（pT2N0M0）と
診断された。術後７ヶ月で骨盤内再発をきたし，化学療
法（CBDCA+PTX+Bevacizumab）を行っていたが，
PDとなり，今後の方針について検討中のところ，下肢
の腫脹と急激なD-dimer上昇を認め，緊急入院となっ
た。
入院後経過（図１）：経胸壁心エコー検査で，三尖弁に
21×31mmの可動性のある構造物（図２a）を認めた。

図１　症例１経過

図２　心エコー検査および心内血栓除去術における術中所見
ａ）三尖弁に21×31mmの可動性のある構造物を認める
ｂ）右房内に白色カリフラワー状の腫瘤性病変を認める
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広範囲に存在する下肢深部静脈血栓症も認め，再発腟癌
によるNBTEを伴うTrousseau症候群と診断した。循環
器内科・心臓血管外科にコンサルトし，右房内血栓によ
る致死性肺塞栓症のリスクが高いと考え，緊急で開胸心
内血栓除去術を施行した。右房内に白色カリフラワー状
の腫瘤性病変（図２b）を認め，摘出した。病理組織検
査では，フィブリンを主体とした血栓に矛盾しない所見
であり，細菌コロニーや腫瘍性病変は認めなかった。術
前に血液培養は行っていなかったが，摘出した血栓の細
菌培養を行い，結果は陰性だった。開胸術後，ワーファ
リン内服による抗凝固療法を行ったが，２週間後に再度
D-dimer上昇を認め，上肢の深部静脈血栓症および両側
肺動脈血栓塞栓症を認めた。再入院後にヘパリン持続静
注を行い，D-dimerは速やかに低下し，抗凝固療法の効
果は良好だった。再発腟癌に対しては，新たに腰椎転移
も出現しており，best supportive careでの在宅管理を
希望されたため，ワーファリン内服による抗凝固療法
を行った。その後，疼痛緩和目的に姑息的放射線照射
を行うために入院となった。ワーファリン内服中だっ
たが，DICを発症していた。ヘパリン持続静注を行い，
D-dimerは速やかに低下し，再度良好な抗凝固療法の効
果が得られた。姑息的放射線照射後は在宅でヘパリン持
続皮下注射を行い，NBTEやTrousseau症候群の再発は
認めず，抗凝固療法の効果は十分に得られていたが，腟
癌多発転移による原病死となった。

症　例　２

年齢：42歳　女性
主訴：呼吸困難感
妊娠分娩歴：２妊２産
既往歴：35歳　検診で卵巣腫瘍の指摘（詳細不明）
家族歴：父　大腸癌
アレルギー：なし

現病歴：前医で肺炎として加療をされていたが，経過中
にDICを発症し，CTで肺血栓塞栓症および左卵巣腫瘍
を認めた。卵巣癌に伴うTrousseau症候群が疑われたた
め，当院へ紹介となった。
入院後経過（図３）：造影CT検査では，右肺動脈に
血栓による造影欠損を認めた。MRI検査では，左卵
巣に7.3cm大の腫瘤像を認め，拡散強調像で高信号を
呈しており，造影効果を伴っていた（図４a，４b）。

図３　症例２経過

図４　術前画像検査および心内血栓除去術における術中所見
ａ）拡散強調像で高信号を示す左卵巣腫瘍を認める
ｂ）造影効果を伴う左卵巣腫瘍を認める
ｃ）左卵巣にFDG集積を認める　遠隔転移を疑う有意な集積は認めず
ｄ）三尖弁に22.2×11.0mmの可動性のある構造物を認める
ｅ）右房内に白色カリフラワー状の腫瘤性病変を認める
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FDG-PET/CT検査では，左卵巣にFDG集積を認めた。
遠隔転移を疑う所見は認めなかった（図４c）。経胸壁心
エコー検査では，三尖弁に付着した22×11mmの構造物
を認めた（図４d）。画像所見および腫瘍マーカーなど
から卵巣癌に起因したNBTEを伴うTrousseau症候群と
診断し，ヘパリン持続静注による抗凝固療法を開始し
た。右房内血栓による致死的な肺血栓塞栓症のリスクが
高いと考え，原疾患治療に先行して緊急で開胸心内血栓
除去術を施行した。右房内に白色カリフラワー状の腫瘤
を認め摘出した（図４e）。病理組織検査では，フィブリ
ンを主体とした血栓に矛盾しない所見であり，細菌コロ
ニーや腫瘍性病変は認めなかった。術前に施行した血液
培養は陰性だった。開胸術後15日目に，原疾患に対し
て，腹式単純子宮全摘術，両側付属器切除術，大網切除
術を施行した。抗凝固療法としてヘパリン持続静注を
行っており，術後出血リスクが高まることを懸念し，リ
ンパ節郭清は省略した。術後病理組織検査では類内膜癌
Grade 1，卵巣癌ⅠA期（pT1aNxM0）だった。その後，
D-dimerは順調に低下し，ワーファリン内服による抗凝
固療法に変更して，外来管理となった。原発巣の再発や
NBTEおよびTrousseau症候群を含めた血栓症の再発を
認めなかったため，原発巣術後５ヵ月でワーファリン内
服による抗凝固療法は終了となった。

考　　　察

　NBTEは1888年にZeiglerによって初めて報告された
概念であり，外傷や自己免疫性疾患，血管炎，凝固能
亢進状態において，心臓弁やそれに近接する心内膜に
無菌性の血小板およびフィブリン血栓をきたす病態と
されている１）。1936年にGrossとFriedbergが悪性腫瘍に
伴ったNBTEの例を初めて報告し２），以後担癌患者にお

ける過凝固状態において生じやすい病態として報告さ
れている。Trousseau症候群は悪性腫瘍に合併する血液
凝固能亢進状態のことを指し６），担癌患者で肺血栓塞栓
症や脳梗塞をきたすことは既知であるが，その原因と
してNBTEの存在が考えられている４）。Trousseau症候
群でのNBTEは卵巣癌，肺癌，膵癌などの腺癌で多く，
特にムチン産生腫瘍に合併することが多いとされてい
る４）５）。病理学的な検討として剖検例2340例中，9.3%で
NBTEを認め，そのうちの51.2%に悪性腫瘍が合併して
いたとの報告７）があり，担癌患者においてはNBTE発
症に注意が必要と考える。婦人科癌においては，卵巣癌
での発症が最も多く，組織型は明細胞癌が最多であり，
漿液性癌，類内膜癌，粘液性癌の順となっている８）。進
行期に関してはⅢ・Ⅳ期の進行症例が多いとされている
が９），症例２のような初期症例の報告もみられる。
　担癌患者における凝固能亢進による，全身性の血栓形
成傾向がNBTEの原因となるが，凝固能亢進には悪性腫
瘍が産生するムチン，組織因子，サイトカインなど多
彩な物質が関与している。機序としては，①CA-125や
CA19-9などのムチンによる直接プロトロンビンの活性
化とP−セクレチンやL−セクレチンを介した血小板凝
集の促進，②組織因子（Tissue Factor）とⅦa複合体形
成による外因系凝固カスケードの活性化，③サイトカイ
ン（IL-1β，TNF-α，VEGFなど）による血管内皮細胞
や単球・血小板の活性化，などが考えられている10）11）。
　上述のように，CA-125やCA19-9のような高分子ムチ
ンがNBTEの原因になるとの報告があるが，症例１，
２ともにCA-125とCA19-9が高値となっており，NBTE
発症のリスク評価になり得ると考える。その他，明確
な基準値はないが，当２症例では，凝固カスケードの
最終産物であるD-dimerが著明に高値を示していたこと

図５　Trousseau症候群における血液凝固カスケードおよびヘパリンの作用部位（文献４，10，11より改変）
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もNBTEを疑う所見となり得ると考える。また，症例１
では再発治療開始前の造影CTおよび下肢エコーで血栓
は認めず，D-dimerは正常だったため，血栓症は認めな
いものとして，分子標的治療薬であるベバシズマブを
用いた治療を行った。ベバシズマブは血管内皮を障害
することで血栓症を生じるとされており，静脈血栓発
症リスクは11.9%，動脈血栓症発症リスクは3.3%とされ
ている12）。症例１では原疾患増悪に伴い血栓が出現して
おり，原疾患に伴うTrousseau症候群が最も考えられる
が，ベバシズマブ投与中に多発血栓を生じており，ベ
バシズマブが関与した可能性がある。ベバシズマブが
NBTEに関連するという報告はみられていないが，治療
前に血栓を認めていない症例においても血栓症状の有無
や定期的なD-dimer測定を行い，血栓症の出現に注意が
必要である。
　悪性腫瘍に伴うNBTEの診断は，心臓弁に疣贅を確認
することが必要だが，疣贅は一般的に３mm以下の小さ
いものが多く，経胸壁心エコー検査では診断が困難な
ことが多い11）13）。このような場合に経食道心エコー検
査が有用とされている。また，Trousseau症候群におけ
るNBTEは左側心臓弁に多いとされており，64%が僧帽
弁，24%が大動脈弁，９%が僧帽弁および大動脈弁の両
方に生じるとされている11）13）。本症例は２症例ともに三
尖弁にNBTEを形成しており，頻度的には珍しいと思わ
れる。
　現在のところ，Trousseau症候群およびNBTEに対
する治療としては，ヘパリン投与による抗凝固療法お
よび原疾患治療が有効とされており，機序を図５に示
す４）10）11）。Trousseau症候群では，凝固異常をきたす機
序が複雑であり，ビタミンK依存性の第Ⅱ，Ⅶ，Ⅸ，Ⅹ
因子産生抑制に働くワーファリンでは，抗凝固効果は不
十分とされている。ヘパリンはAT-Ⅲを活性化し，凝固
カスケードの下位にあたる第Ⅹ因子の不活化や，その後
のトロンビン産生抑制に作用するため効果を発揮すると
考えられている４）10）11）。そのため，担癌患者における
Trousseau症候群およびNBTEに対しては，ヘパリンで
抗凝固療法を行うことが一般的である。一方，新規経口
抗凝固薬であるDOAC（direct oral anticoagulant）は比
較的管理や服薬アドヒアランスがよいとされている。な
かでもエドキサバン（リクシアナ®）は，悪性腫瘍患者
における抗凝固療法としての有効性が報告されている
が，Trousseau症候群に対しての効果はまだ確立されて
おらず今後の症例集積が期待される14）。また，心内血栓
による塞栓イベントは血栓の大きさに比例してリスク
が上昇するとされている。疣贅の大きさが15mmを超え
る場合の塞栓イベントを生じる可能性は70%とされてい
る15）。症例１では疣贅が31mm，症例２では22mmと大
きく，ヘパリンによる血栓融解に時間を要し，塞栓イベ

ントを生じる可能性が高いことが予想されたため，開胸
術による血栓除去を行った。
　症例１と２のように，原疾患の根治が不可能だった例
と可能だった例を経験した。症例１では，原疾患根治は
不可能な状態だったが，ヘパリンによる適切な抗凝固療
法により，在宅管理が可能だった。症例２では，原疾患
に対する根治術が可能であり，原疾患およびNBTEを含
めたTrousseau症候群ともに原疾患治療後の再発は認め
なかった。NBTEを伴ったTrousseau症候群の治療は，
原疾患治療の可否によると考えられるが，原疾患の根治
が可能な場合は，血栓再発予防目的のワーファリンの効
果は不明である。症例２では，D-dimerが低下し，問題
となる血栓症が安定した病状においても，卵巣癌再発に
伴うNBTEおよびTrousseau症候群の再発を懸念し，血
栓再発予防目的でワーファリン内服を継続した。しか
し，NBTEおよびTrousseau症候群に対して，ワーファ
リンの抗凝固効果が得られない可能性があることを考え
ると，ワーファリン継続の是非は検討する余地があった
かもしれない。NBTEおよびTrousseau症候群既往患者
は原疾患の再発の有無とともに，血栓症に対しても厳重
に経過観察を行い，血栓症の病状に応じた適切な抗凝固
療法を行うことが肝要であると考える。

結　　　語

　Trousseau症候群に伴うNBTEの治療に関しては，原
疾患に対する治療と早期の外科的治療を含めた重篤な血
栓塞栓症を回避するための処置及び，適切な抗凝固療法
が重要と考えられた。婦人科癌では高分子ムチンを産生
することが多く，NBTEを生じる可能性があるため，十
分に注意する必要があると思われた。NBTEは診断が難
しく，治療方法も限られており，今後の症例集積が望ま
れる。
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