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多弁膜病変を伴ったEhlers－Danlos症候群の男児例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Ehlers－Danlos症候群の主要症状を伴い心臓の全ての弁の閉鎖不全と大動脈弁，僧帽弁，三尖弁に明ら

かに逸脱を認めた症例を経験した．皮膚の過伸展，関節の過可動性の他，顔貌の異常（低い鼻根部，耳

介の変形，小顎症，内眼角開離，歯列不整，高口蓋），両第4，5趾の付着異常等の表在奇型を認めた．

同様の症例の報告は調べたかぎりではないので報告した．この症例から，Ehlers－Danlos症候群は

Polyvalvular　diseaseの1成因と考えられこの症候群を示す症例では全ての弁の閉鎖不全，逸脱の検索

をすることが必要である．

　　　　　　　　　　緒　　言

　congenital　polyvalvular　diseaseは，心臓の全弁膜

の先天的な形成異常として1973年にBharatiらに

よって報告されている1）．三尖弁，肺動脈弁，僧帽弁を

主体に系統的に多弁膜を異形成及び低形成に侵し，臨

床的に弁の機能不全を来す予後不良の疾患である．そ

の成因は明らかではないがコラーゲン代謝異常による

Marfan症候群やEhlers－Danlos症候群にも弁の閉鎖

不全の報告がある2）3）．今回我々は心エコー検査及び心

血管造影検査で，心臓の全ての弁の閉鎖不全を認め，

臨床的にEhlers－Danlos症候群と診断され大動脈弁の

閉鎖不全の進行のため大動脈弁置換術を施行した症例

を経験した．コラーゲンIII型は正常人の約1／2の産生量

であった．このような報告は調べた限りではなく

polyvalvular　diseaseの成因のひとつとして興味深い

症例と考え若干の文献的考察を加え報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例は，11歳の男児，両親，兄弟には心疾患，皮膚

過伸展，関節症状を示した者は認められなかった．妊

娠中特記すべきことなく，満期産正常分娩で出生した．

生下時より股関節脱臼，膝関節脱臼に気付かれていた．
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生後1カ月気道感染の際心雑音を指摘され，4カ月時

僧帽弁閉鎖不全と診断された．4歳時大動脈弁閉鎖不

全が出現した．6歳時心臓カテーテル検査を施行し，

僧帽弁閉鎖不全2度，三尖弁閉鎖不全中等度，大動脈

弁閉鎖不全1度，肺動脈弁閉鎖不全軽度と診断された．

その後，経過観察中胸部レントゲンヒ心拡大の進行を

認めたため，今回精査目的で入院となった．

　入院時現症：身長137cm（－1SI）），体重33kg（－1

SD）．血圧120／56mmHg，　bounding　pulseを認めた．

低い鼻根，耳介変形，小顎症，内眼角解離，歯列不整，

高口蓋，両第4，5趾の付着異常，皮膚の過伸展，関

節の過可動性を認めた（図1）．心聴診所見上胸骨左縁

下部に3音を認め，胸骨右縁第2肋間に2／6の収縮期駆

出性雑音と胸骨左縁第3肋間に3／6の高調な拡張性雑

音を，心尖部に2／6の収縮期逆流性雑音を聴取し，腹部

所見では肝脾腫は認めなかった．

　検査所見

　胸部X線写真：胸郭は正常で，CTR　63％と心拡大

を認め，肺塵血所見はなかった（図2）．

　心電図：心拍数82／分，洞調律．前額面QRS平均電

気軸0度，PQ間隔0．16秒，　v　1，　V，のP波は尖鋭化し

て右房負荷所見を示し，右側胸部誘導で深いS波及び

左側胸部誘導で深いQ波と高いR波を認め左室容量

負荷所見を呈していた（図3）．
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Hypermobility

　　　of　finger　joint

図1　顔貌の異常ならびに1几1肢の異常．

　の過［iJ“動性がみられた．

Hyperextensibility

低い鼻根，内眼角開離，皮膚の過伸展，関節

　
図2　胸部レン1・ゲン．胸郭はIll常で，　CTR　6［｛‘’oと心

　拡大を認め、肺髭lrlL所見はなかった．

　心エコー皮び心刊1管造影検査：

　大動脈弁：断層心エコー図では左室長軸断面で拡張

期に弁がノ1｛室流出路側に逸脱するのが認められ，カ

ラードッフラーヒでも拡張期に左室流出路への逆流を

認め，閉鎖イく全の程度としては中等度であった（図4）．

大動脈造影では大動脈弁閉鎖不全はSellers分類4

度‘）と進行し，上行大動脈と左心室の拡大，無冠尖の逸

脱を認めた（図5）．

　僧帽弁：心エコーヒ左室長軸断面，短軸断lfti像共に

ー1 ーーー aVR　　aVL　　aVF

Vl　　　　　V2　　　　　V3　　　　　V4　　　　　V5　　　　　V6

図3　心電図所見．心拍数82分，洞調律でQRS’ド均
　㌔｛』タ〔1囲1　OI隻，　P（〕1昌1降自は，　｛｝．16不少，　VLy　C，））Pisは尖

　鋭化L，右側胸部誘導で深いS波及び左側胸部誘導

　で深いQ波ヒ高いR波を認めた．

弁全体がイく規則に肥厚し，ゼラチン状を㌦｝し，収縮期

に前尖と後尖の左房側への逸脱を認め，カラードッブ

ラーヒ閉鎖イミ全は中等度であり，造影ヒ弁閉鎖不全は

1度であった（図6）．

　二尖弁：心エコーL三尖弁は不規則に肥厚し，収縮

期に右〃」側への逸脱を認めカラードッブラーヒ閉鎖不

全は中等度で，右室造影では弁閉鎖不全は中等度認め

た．

　肺動脈弁：心エコーヒ肺動脈弁の逸脱は明らかでは

なかったがカラードップラー・ヒ中等度の逆流を認め，

肺動脈造影では・巨王度の肺動脈弁閉鎖不全を認めた．

　心臓カテーテル検査：左房圧121nmllg及び左室拡
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NCC　prolapse

AO
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図4　心エコー図：大動脈弁．左室長軸断面で拡張期に大動脈弁無冠尖が左室流出路

　側に逸脱するのが認められ（左写真，矢印部）カラードップラーヒ大動脈逆流を認

　めた（右写真）．NCC一無冠動脈尖，　LV＝左室，　LA一左房，　AO＝大動脈弁．

図5　大動脈造影所見．大動脈造影では大動脈弁閉鎖不全はSellers分類4度で，ヒ行

　大動脈と左心室の拡大，無冠尖の逸脱を認めた．NCCP＝無冠動脈尖逸脱

張末期圧15mmHgと軽度上昇を示し，造影上の左室拡

張末期容積は正常の289％と拡大し，左室駆出率は61％

と正常範囲であった（表1）．

　大動脈弁閉鎖不全の進行による左室拡大と診断され

大動脈弁置換術を施行することとなった．

　手術：胸骨正中切開後，人工心肺下に大動脈を切開

した．出血のコントロールは良好で大動弁は3弁で全

ての弁尖は著しく逸脱し遊離縁は延長し，大動脈壁は

非常に薄かった．全ての冠尖を切除後直径23mmの

SJM型人工弁を縫着した．三尖弁は直径30mmから26

mmへ弁輪縫縮をした．

　病理検査所見：皮膚，大腿動脈組織，大動脈弁組織
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に 蓉 止．

∫b何gax元s　v輌θw short　axis　view

図6　心エコー図　僧帽弁

表1　カテーテル検査結果

　　　　　　　　EDP：拡張末期圧

1汰静脈

下大静脈

右房

右室

肺動脈

肺動脈模入圧

左房
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大動脈

1｛1（平均）（mmHg）

　　　　　（8）

　　　　　（8）

a二12，　v＝9（8）
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120／45

（19）

（16）

（12）

一

D
’
イ

酸素飽和度
　（％）
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69
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97

97

97

左室拡張未期容積

左室駆出率

右室拡張人期容積

イ1室駆出率

289％　of　1）ormalUi）

61％

120％of　nOl’nlalL’i）

64％

心係数 2．8L／min／111　L’

＊ 心室容積nl算にはBiplane　cine　angiographyよ

り計測しli｛常値として左室拡張末期容積＝

72．5×（BSA）ハ1↓

右至拡張末期容積＝7i　1×（BSA）×‥を川い，容

積は正常値比で表現した．心係数は（心室拡張末期

容積心室収縮末期容積）×心拍数÷体表面積の式

を用いた．

についてマッソン染色を行った．皮膚ではコラーゲン

の軽度減少，弾性繊維の軽度増加を認め，大腿動脈組

織では中膜の平滑筋の減少，弾性繊維の減少を認めた

が両者とも非特異的変化と思われた．大動脈弁組織で

は弁基部及び弁尖部にInyxomatous　degeneration（粘

液様変性）があり，明らかな異常所見を認めた（図7）．

　　　　　　　　　　考　　察

　弁の閉鎖不全，逸脱にはさまざまな原因が知られて

　　　　　　　　　　　　　　タニ，　　　　　　　　　　lロ　　　　　　　　s．

l　　へ　　　　　　も　　　　　　　で　　　’　　・■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もコ

瞬酬’。㌃三ご1∵竃；・ニゴ∴べ∴。ご
☆一ぐ∵㌻三’〉〆・二㌶誌㌔声。≧ごミ㌧．

㌻璽撫藏慈欝濠滋
　　　　　　　　　　　　　“L’k’　　　∵　．’

図7：大動脈弁組織．大動脈弁組織，ノ1基部及び弁尖

　部に粘液様変性を認める（矢印部）．（マッソン染色，

　40イ芒f著～）

おり，floppy　valve，リュウマチ性，先天性，乳頭筋の

虚血，壊死，腱索の断裂等が知られている‘）．congenital

polyvalvular　disease｝よ心臓の多弁膜の先天的な形成

異常として1973年にBharatiらによって報告されて

いる1）．彼等は先天性心疾患の剖検例3，550例中，36例

にpolyvalvular　diseaseを見い出し，組織学的には，

（1）スポンジ層の著明な空胞変性及び空隙変性，（2）

弾性組織の高度の欠損が特徴であると指摘している．

我々の症例はEhlers－Danlos症候群の主要症状である

皮膚の過伸展，関節の過可動性を認めたうえに，心臓

の全ての弁の閉鎖不全と大動脈弁，僧帽弁，三尖弁の

逸脱を認め，房室弁に不規則な肥厚を伴い，大動脈弁

組織にmyxomatous　degeneration（粘液様変性）を認

め，polyvalvular　diseaseの病態を示している．この弁

異常の成因は不明でありBharatiら1）はTrisomy　syn－

dromeが多いと報告しておりその他にも，　Marfan症
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表2　Ehlers－Danlos症候群U）分類

病　　　刑
皮膚の
過伸展

皮膚，血管
の脆弱度

関節の
可動性

その他の異常 遺伝 生化学的異常

1（Gravis　type） 掛 山 料 骨格異常 AD 不明

II（Mitis　type） 十 十 十 AD 不明

川（Hypermobile　type） 十 ± 山 関節炎 AD 不明

lV（VaSCl11ar　type） ± 山 十 血管破裂，腸穿孔 AD m型プロコラーゲンの異常
特異顔貌

V（X－1illked） 山 井 十 骨格異常 XL リシルオキシダーゼ欠損

Vl（Ocular－sco｜iotic　type） 井 ± 十 眼異常，脊柱側轡 AD リシルヒドロオキシターゼ欠損

VH（Arthrochalasis・ 小顎症
multiplexcollgellita）

VIH（PeriodOlltitis　type） ± 十 杵 歯根膜炎 AD 1型コラーゲンの異常

IX（Vacallt） 十L
一

十 Clltis　Iaxa XL リシルオキシダーゼ活性低卜

X（Fibronctin　abn（）rmality） 十 柑 十 血小板機能異常 AR フィプロネクチンの異常

畑（Vacallt） 一 一 山 関節脱臼 AD 不明

（Beighton，1988より改変） AD：autosomal　do1’nillant、　AR：autosomal　ress　e　g．　iv　e、　XL：X－linked

候群，Ehlers－Danlos症候群，などとの関係にも注目し

ている．Marfan症候群やEhlers－Danlos症候群など

コラーゲン代謝の異常による疾患にも弁の異常の合併

の報告がある2）3）．

　Ehlers－Danlos症候君羊は皮膚の過伸展，脆弱性と関

節の過可動性を主要徴候とし1901年にEhlers6｝，1908

年にDanlOsら7）によって報告されてから両者の名を

合わせた症候群として知られるようになった．本症の

病因はコラーゲン代謝異常によるもので臨床症状，遺

伝，コラーゲンの異常により11型に分類されていたが，

近年IX型とXI型は別の代謝異常であることが分かりこ

の分類から外されている8）（表2）．我々の症例は，関

節症状としては中等度の四肢関節の過伸展と先天性股

関節脱臼の既往があり，皮膚症状としては柔らかく伸

展性，弾力性を認めたが易出血性や創傷治癒の遅延は

認めなかった．Ehlers－Danlos症候群の顔貌所見とし

ては，両眼角開離や内眼角贅皮，鼻根部の開大，耳介

の変形などを呈すると言われている9）．

　そのうちVll型では，股関節脱臼，低身長，スコップ

ですくったような顔貌（scooped－out　midfacies）で両

眼角開離や内眼角贅皮がみられる1°｝とされており，

我々の症例は臨床所見よりこの型に最も近いと思われ

た．皮膚の培養線維芽細胞が合成するコラーゲンは本

症では正常人の約1／2に低下していた．Ehlers－Danlos

症候群IV型においてIII型コラーゲンのpoint　muta－

tion，分泌の低下，　VH型ではプロコラーゲンペプチター

ゼの欠損が現在わかっている．しかし，Ehlers－Danlos

症候群の各病型においても遺伝形式，生化学的異常，

また形態学的に差異が認められ一つの病型においても

さらに亜型が存在する可能性があり現在の分類は必ず

しも完全なものではない．Ehlers－Dalllos症候群IV型

はPopeら11）はさらに3つの型に区別しており1つは

常染色体劣性遺伝を示し，III型コラーゲン欠損があり

臨床的には大動脈破裂，腸管破裂を伴う重症型，2つ

目は常染色体劣性遺伝で若干のIII型コラーゲンが存在

し，脈破裂は少ない長期生存型，3つ目は常染色体優

性遺伝で培養系でIII型コラーゲンがほとんど認められ

ないが皮膚症状はなく動脈破裂も認めない予後がよい

型である．

　現在はその3つに当てはまらない亜型の存在がある

とされEhlers－Danlos症候君羊IV型は4つに区別されて

いる8）．本症例の現時点でのコラーゲン分析からでは

Ehlers－Danlos症候群の病型を診断するには不f分で

あり現在さらに詳細に分析中である．

　Ehlers－Danlos症候群に合併する心疾患には僧帽弁

逸脱，大動脈弁逸脱，大動脈弁閉鎖不全，心房中隔欠

損，心室中隔欠損，心室中隔瘤12）’－15），等の報告がある

が複数の弁に同時に逸脱と閉鎖不全を認めた症例の報

告はない．Ainsworthらll）は98名のEhlers－Danlos症

候群（1～IV型）の患者の心所見をまとめ各型に僧帽

弁逸脱を30～40％に認め，IV型に心房中隔欠損，心室

中隔欠損，大動脈弁逸脱，三尖弁逸脱が多かったと報

告している．

　膠原繊維はコラーゲン分子で構成され，その性質が

まだ十分明らかにされていないものも含めると7～10

種類のコラーゲン分子種の存在が示唆されている18）．

そのうち大動脈では中膜にIII型コラーゲン，外膜に1

型コラーゲンが存在し，Ehlers－Danlos症候群IV型で
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はIII型コラーゲンの合成障害があるためIII型コラーゲ

ンが豊富な大動脈，消化管，妊娠子宮の破裂が起こり

やすいことが知られている．このコラーゲンの異常と

弁異常の直接の関係は不明であるが何らかの関連1生が

あると思われる．

　過去に鈴木らが4つの弁全てに逸脱を認める兄弟例

を報告しているおり16｝17），その症例は兄弟のいずれも

手関節，膝関節等の過伸展を認めたがその他にEhlers－

Danlos症候群を疑わせる外見の異常はなく，皮膚と大

動脈壁の組織培養結果では，明らかなコラーゲン合成

能の異常は認められなかった．鈴木らはmultiple

floppy　valveをきたす未知の疾患の存在も疑ってい

る．心所見と関節症状は本症例に非常に類似しており

興味深い症例である．現在のところpolyvalvular　dis－

easeの原因は明らかではないが本症例よりEhlers－

Danlos症候群もその一成因と考えられる．

　骨格，眼球，心血管系の異常をきたす全身性の遺伝

性結合組織疾患であるMarfall症候群は全身結合組織

中の微細繊維を構成するフィブリンの異常であること

が最近明らかとなった19｝．Marfan症候群の心血管系

の合併症は解離性大動脈瘤，大動脈弁閉鎖不全，僧帽

弁逸脱が知られているが多弁膜の逸脱や閉鎖不全を合

併した症例の報告は調べた限りではなかった．しかし，

polyvalvular　diseaseとの関係も全く否定はできず今

後も症例の検討が必要と思われる．Ehlers－Danlos症

候群，Marfan症候群以外の結合織代謝異常症（皮膚弛

緩症，弾力線維性仮性黄色腫，Werner症候群など）で

も血管障害が認められるが，動脈硬化に伴う心筋梗塞，

高lh山三や消化管，1㌘宮，くも膜下などの⊥fl1管病変によ

る出1血が多く川，心臓の弁に異常を来すものは調べた

限りではなかった．本症例は初めからpolyvalvular

diseaseが疑われていたわけではなく経過観察中に

徐々に弁の閉鎖不全と逸脱の進行が認められ大動脈弁

置換術を余儀なくされた症例でありこの症候群を示す

症例に対して全ての弁の閉鎖不全，逸脱の検索を注意

深く行い経過を観察することが重要と思われる．

　　　　　　　　　　結　　語

　Ehlers－Danlos症候群の主要な臨床症状を示し，全

ての弁に閉鎖不全を認めたcongenital　polyvalvular

diseaseの1症例を経験した．同様の報告は調べた限

りではなく，本症例から，Ehlers－Danlos症候群は

polyvalvular　diseaseの1成因と考えられ同症候群を

示す症例に対して全ての弁の閉鎖不全，逸脱の注意深

い検索が必要である．
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　稿を終えるにあたり御助言を頂いた千葉大学医学部皮膚

科新海　法教授，三枝正明先生に深く御礼申しヒげます．本

文の要旨は日本循環器学会関東甲信越地方会第15〔｝回学術

集会で発表した．
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ACase　of　Polyvalvular　Disease　Associated　with　Ehlers－Danlos　Syndrome

Yachiyo　Kurihara，　Namai　Yoshiyuki，　Hideshi　Yamamura，　Hiroshi　Tomimatsu，

　　　　　　　Toshio　Nishikawa＊，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

　　　　　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　　　　　　　＊Department　of　Pathology，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　experienced　a　case　who　had　all　of　the　cardiac　valves　showed　regurgitation．　He　had

external　anomalies　such　as　skin　hyperextensibility，　joint　hypermobility，　face　abnormality（broad

bridge　of　the　nose，　ear　deformity，　widely　set　eyes，　irregularity　of　teeth，　high　arched　palate），　and

abnormal　position　of　fourth　and　fifth　toes　which　were　compatible　to　Ehlers－danlos　syndrome．　To

our　knowledge，　there　has　been　no　report　of　similar　case，　but　this　syndrome　may　be　one　of　the

causes　of　polyvalvular　disease．
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