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要

旨

症例は 51 歳の女性．生来健康であったが，50 歳前から腹部膨満を自覚していたが放置してい
た．51 歳になり労作時呼吸困難で前医を受診し，経皮酸素飽和度の低下と大量の腹水を指摘さ
れ緊急入院となった．Magnetic Resonance Imaging (MRI）で子宮体癌を疑われ，内膜細胞診
で確定診断したが，腹水細胞診は陰性であった．心エコー検査で重度の三尖弁閉鎖不全を伴う
Ebstein 病と診断した．腹水と経皮酸素飽和度の低下は右心不全によるものと判明し，当院に転
院となった．我々は関連各科が連携してがん治療と心臓治療を行った．どちらの疾患も早期の治
療が必要であった．子宮体癌には放射線治療を選択し，放射線治療後に弁形成を行い救命するこ
とができた．本症例は先天性心疾患を含む複数の異なる疾患を合併し，複数科の連携で治療に成
功した貴重な症例であり，報告する．
キーワード：Ebstein anomaly, Uterine cancer, Multidisciplinary treatment

I．緒言

癌を疑い，内膜細胞診を施行し，grade1 の子宮体癌

Ebstein 病は，先天性心疾患の中でも 1% 未満の稀

と診断した．腹水貯留の原因が癌性であることを疑い

な疾患であり，三尖弁の形成異常が病態の中心で，右

腹水細胞診を施行したが陰性であった．子宮体癌の進

室機能によって症状の程度は様々である．成人例の場

行期分類は，病変が子宮内膜に限局していることから

合，チアノーゼ，上室頻拍，肺高血圧を合併すること

IA 期と判断した．腹水貯留の原因は心エコー検査で

に加えて，長期間の心負荷による心予備力の低下，加

Ebstein 病による右心不全と診断され，当院に転院と

齢によって起こる他臓器の病態が問題となる．今回，

なった．

51 歳の子宮癌を合併した重症 Ebstein 病を経験し，

入院時の身長は 167 cm，体重は 75 kg であった．

治療経過に複数科が関与する貴重な症例であったので

心不全症状としては，New York Heart Association
（NYHA）分類では III 度であった．入院時診察では

報告する．

脈拍は 110 回／分，血圧は 86/65 mmHg, SpO2 はマス

クで酸素 5L／分を吸入下で 87%，室内気では 70% 台

II．症例

症例は 51 歳の女性．生来健康で，学校心臓検診で

まで低下を認めた．

異常を指摘されたことはなかった．これまで 2 回妊

胸部レントゲンでは心胸郭比は 65% で心拡大を認

娠し，2 人の出産を経験しているが，出産前後に異常

め，心電図は心房粗動を呈していた（Figure 2）
．心

はなかった．50 歳前から腹部膨満を自覚していたが，

エコー検査では左室拡張末期径 39.6 mm（71.2% of

家族の介護で忙しく放置していた．51 歳になって労作

Normal），右室拡張末期径 60.4 mm で，三尖弁中隔

時呼吸困難を自覚し前医を受診したところ，著明な腹

尖の plastering，巨大な前尖の sailing，右房化右室，

部膨満を認め，経皮酸素飽和度（SpO2）の低下と大

重度の三尖弁逆流を認めた（Figure 3）．三尖弁逆流

量の腹水を指摘され緊急入院となった（Figure 1）
．

の最大速度から推定した右室圧は 20 mmHg 程度で

Magnetic Resonance Imaging（MRI）で子宮内膜が

肺高血圧はないと考えられた．血液検査では，脳性

肥厚し T2 強調画像で低信号を示したことより子宮体

ナトリウム利尿ペプチド（brain natriuretic peptide,
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Fig. 1

Fig. 2

Computed tomography at admission.

A1 Chest X-rays at admission, A2 ECG at admission (atrial fibrillation），B1 Chest X-rays at discharge, B2 ECG at discharge (sinus rhythm).

BNP）404.4 pg/mL と高値であった．

全身に播種する危険がある．一方，子宮体癌の治療に

Ebstein 病による心不全の治療は内科的治療では効

は子宮全摘術が第一選択であったが，SpO2 70% の強

果がなく，早急に外科治療が必要と考えた．一方，子

いチアノーゼと不整脈を伴う心不全状態では侵襲の高

宮体癌も転移は認めていなかったものの早期治療が必

い長時間手術はリスクが高いと考えられた．小児科循

要であった．

環器チーム，心臓血管外科，産婦人科，麻酔科，放射

心臓手術には人工心肺が必要であるが，悪性腫瘍が

線科による合同カンファレンスを行い，心房粗動を含
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Fig. 3

Echocardiography pre and post operation: A: Preoperation, B: Postoperation (1: diastolic phase,
four-chamber view, 2: systolic phase, color doppler, four-chamber view).
Table 1

Cardiac catheterization at pre and post operation.

SVC, superior vena cava; IVC, inferior vena cava; RA, right atrium; RV,
right ventricle; PA, pulmonary artery; LPA, left pulmonary artery; LPA
wedge, left pulmonary artery wedge pressure; LPV, left pulmonary vein;
RPV, right pulmonary vein; LA, left atrium; LV, left ventricle; LVEDV(EF), left ventricular end-diastolic pressure (ejection fraction) ; RVEDV,
right ventricular end-diastolic pressure; Qp/Qs, pulmonary blood ﬂow/systemic blood ﬂow ratio; C・I, cardiac index.
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めた内科的心不全治療を継続し，子宮体癌は外科的侵

吸がなかったとすれば発見は困難だと考えられた．つ

襲を避けて放射線治療を選択し，完治できた時点で三

まり，無症状で心電図が発見の契機となりうる心疾患

尖弁形成を行うこととした．

は 1979 年以前の出生では小学校，中学校，高校での
発見が困難であることが考えられる．

心房粗動はワーファリンコントロールができた時点
で電気的除細動を行い洞調律に復した．洞調律に復し

次に本症例の手術適応について考える．Ebstein 病

た後は，BNP は低下し，心不全症状も NYHA 分類 II

の成人例では，NYHA 分類 III 度以上の心不全症状，

度に改善した．放射線治療は全骨盤腔照射と 6 週間に

チアノーゼ，奇異性塞栓，不整脈が手術適応の条件と

わたる局所照射を施行した．放射線治療中，治療体位

考えられ3），本症例では初診時は奇異性塞栓以外のす

の問題，心房粗動の再発などで内科的治療の継続が必

べてを満たした．しかし，自覚症状出現時の詳細は不

要であったが，放射線治療を終了することができた．

明であるものの，入院後に心房粗動を治療すると心不

放射線治療後に心臓カテーテル検査を行った

全症状が改善したことからは，不整脈をコントロール

（Table 1）
．洞調律下で施行したが，高度の三尖弁逆

して心不全を改善すれば手術適応の条件から外れた可

流により心房圧の a 波は 13 mmHg と高値であった．

能性も考えられた．そこで不整脈に対するカテーテル

肺血管抵抗値は 5.6 wood 単位とやや高かったが，平

アブレーションも考慮されたが，長年にわたる心房負

均肺動脈圧は 11 mmHg と正常で，左右肺静脈の酸

荷を考えると，不整脈基質は複数存在することが予想

素飽和度は 95.6%, 95.4% と肺での酸素化に異常はな

され，Ebstein 病に対するカテーテルアブレーション

かった．左房の酸素飽和度は 64.5% と低値で，SpO2

治療の成績（特に心房粗動での成績の悪さ）を考える

の低下は心房間での右左短絡によるものであった．右

と完全なアブレーション治療は相当に困難と考えられ

心室は拡張末期容積が正常値の 309% と拡大していた

た4）．また長期経過は心房・心室筋の負荷による線維

が，収縮率は 47% であった．一方，左心室は正常値

化を助長し，不整脈基質の増加が考えられることか

の 80% と小さかったが，収縮率は 56% と保たれてい

ら5），今回は手術による弁形成と maze 手術による不

た．三尖弁逆流を修復できれば左室への前負荷が増

整脈治療を行った．それでも心不全の改善に長期を要

し，心不全は改善すると考えられた．手術は cone の

していることからは，すでに心筋のダメージの進行が

三尖弁形成を施行した．術後，右心室が十分機能でき

示唆され，手術による状態の改善が著しいとは言い難

ない場合を考え，心房間に 5 mm の短絡を残した．不

いことからは，成人症例の手術適応は慎重に判断され

整脈に対しては maze の手術を施行した．術後は血圧

るべきだと考える．

低下や尿量低下など心不全が遷延し術後 11 日目まで

担癌患者の人工心肺下の心臓手術については，悪性

ドブタミンを使用し，その後もカテコラミンサポート

腫瘍細胞の播種や免疫の低下による増悪の可能性が

を要する状況が続き，術後 34 日目にカテーテル検査

あるとされる一方，特に影響はないとするものもあ

を行うまではドパミンを使用した．カテーテル検査に

る 6, 7）．しかし個々の疾患について研究があるわけで

より手術による形成に問題はなく，慢性的な心不全管

はなく，議論の余地は残る．自験例ではリスクを避け

理としてβ遮断薬を導入し，BNP 113.7 pg/mL で退院

る意味でも子宮体癌の治療を優先することとした．

に至った．心不全症状は，日常生活は可能なレベルを

子宮体癌の IA 期治療の第 1 選択は子宮全摘術とさ

維持できており，子宮体癌の再発・転移も認めていな

れ，手術不可能な症例では放射線治療を選択するとさ

い．

れるが，手術に比べて成績は劣る8）．また放射線治療
では特殊な体位の必要性と治療にかかる期間から心不

III．考察

全の対応が難しいことも考えられた．しかし自験例で

Ebstein 病は，その解剖学的異常の個体差から病態

は，産婦人科の診断に基づく放射線科の治療検討，小

が非常に幅広く，新生児期から症候性で重症の症例か

児科，心臓血管外科，麻酔科による心不全治療とその

ら無症状で経過して成人になってから発見される例ま

後の手術検討，その 5 科による十分な検討と説明によ

1）

で幅広く存在する ．本症例は 50 歳前後まで自覚症

る本人・家族の納得により，侵襲の少ない子宮体癌の

状はなく，学生時代はスポーツ活動をしており，2 回

放射線治療から始めて心臓の外科治療に至り，退院ま

の出産も問題なく経過していた．日本での出生であ

で一貫した方針で治療をすすめることができた症例で

れば，学校心臓検診での発見が期待されるところで

あると考える．

ある．学校心臓検診が義務化されたのは 1973 年であ
り2），本症例は学校心臓検診を受検していると考えら

利益相反

れる．しかし学校心臓検診で心電図検査の施行が義務

本報告に開示すべき利益相反（COI）はない．

2）

化されたのは 1995 年であり ，本症例はおそらく聴
診による検診のみであったと考えられ，心雑音や多呼
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Abstract

This case involved a 51-year-old woman who had previously been in good health. Although
she became aware of abdominal distension before the age of 50 years, she left it unattended.
At the age of 51 years, she insisted exertional fatigue at work and visited a hospital. Marked
ascites and cyanosis were noted, and the patient was immediately hospitalized. Uterine cancer was suspected based on the magnetic resonance imaging (MRI) ﬁndings, and this diagnosis was conﬁrmed by endometrial cytology. Although cancerous ascites was suspected, ascites
cytology was negative. Echocardiography revealed severe tricuspid valve insufﬁciency, and
ascites retention from right heart failure due to Ebstein anomaly was noted. Both diseases
required early treatment. After she was transferred to our hospital, an interdepartmental
conference was conducted regarding the treatment of her cancer and cardiac disorder, and
a decision was made to prioritize radiotherapy. Treatment of arrhythmias and heart failure
accompanied the radiotherapy. We performed tricuspid valvuloplasty after radiotherapy.
Here, we report a rare case complicated by several different diseases, including congenital
heart disease, which was successfully treated through multi-departmental collaboration.
Key words : Ebstein anomaly, Uterine cancer, Multidisciplinary treatment
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