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小児期に大動脈拡張が進行し，基部置換術を施行したLoeys-Dietz症候群 
─自験例 1 例と文献集計─
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Root Replacement in Childhood: a Child Case and Literature Review
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We report a female patient who underwent aortic root replacement (Bentall procedure) at 10 years of age for progressive aortic 
root dilatation. The patient was first referred to our hospital at 3 months of age because external anomalies including talipes 
valgus were pointed out, and congenital anomaly syndrome was suspected. Screening echocardiography revealed aortic root 
dilatation. A tentative diagnosis of Marfan-like syndrome was made based on the phenotype such as hypertelorism, arachnodactyly, 
bifid uvula and aortic aneurysm as well as absence of pectus excavatum, ectopia lentis or wrist sign. In 2005, Loeys and Dietz 
first reported a syndrome with similar phenotype to that of Marfan syndrome, in which mutations of the gene encoding TGFb 
(transforming growth factor b) receptor was demonstrated (Loeys-Dietz syndrome). Our patient underwent gene analysis at 
age 8 and a mutation of TGFBR2 gene was identified. During the next 2 years, the expanding rate of the aortic root exceeded 5 
mm/year, and the aortic root diameter reached 44 mm at age 10, urging us to conduct aortic root replacement to prevent aortic dis-
section. Sixteen patients with Loeys-Dietz syndrome who underwent aortic root replacement in childhood have been reported 
in the literature, with the average age 7.5 years (0.5–14) and the average diameter of the aortic root 36 mm (27.4–52). The  
patients’ prognoses were reported to be favorable except for two patients who died of aortic dissection after surgery. Loeys- 
Dietz syndrome is a connective tissue disorder similar to Marfan syndrome, and it is preferable for pediatricians to recognize the 
syndrome because life-threatening aortic dissection may occur even in early childhood.

要　　旨
　小児期から著明な大動脈基部拡張が進行し，10歳時にBentall手術を施行したLoeys-Dietz症候群（LDS）の女児例を
報告する．児は 3 カ月時に先天外反足などから奇形症候群を疑われて当院を紹介され，心エコースクリーニング
で大動脈基部拡張を指摘された．くも状指，口蓋垂裂，眼間開離などの表現型を認めたが，漏斗胸，水晶体脱臼
やリストサインを伴わなかったことからMarfan症候群の一亜型として経過観察されていた．2005年にLoeysおよび
Dietzらにより，Marfan症候群類似の表現型を呈し，TGFb受容体（transforming growth factor b receptor）遺伝子に変異
のある一群の疾患がLDSとして報告されたため，本症例も 8 歳時に遺伝子検査を施行したところTGFBR2の変異が
認められた．その後，大動脈基部の拡張速度は 5mm/年以上となり，10歳時には44mmに達したため，大動脈解離
の危険が高いと判断し，Bentall手術を施行した．小児期に大動脈基部置換術を施行したLDSは文献上16例報告さ
れ，年齢は0.5歳～14歳（中央値7.5歳），手術時大動脈基部径は27.4mm～52mm（中央値36mm）で術後経過は概ね良
好だが，2 例の死亡報告もみられた．LDSはMarfan症候群と類似の症状を呈するが，小児期に大動脈解離を起こす
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の著明な拡張と上行大動脈，大動脈弓部から下行大動
脈の軽度拡張があった（Fig. 2）．分枝動脈，肺動脈，
冠動脈，各弁に異常は認められなかった．心エコー検
査でも僧帽弁逸脱症含めいずれの弁にも異常は認めら
れなかった．心電図は正常であった．以降アテノロー
ル25mg（1mg/kg/day）の内服を開始した．運動制限を指
示し，特に症状はなく経過した．
　9 歳ごろより大動脈弁逆流が出現し始め，徐々に増
大した．同時期より大動脈基部径の拡張速度が年 

5mm以上となり，9 歳 2 カ月時に39mm，9 歳 8 カ月時
に43mm（Fig. 3），10歳 0 カ月時に44mmに達したため
Bentall手術が施行された（Fig. 1）．そのときの身体所見
では身長148.8cm（+1.4SD），体重34.3kg（-0.1SD），脈
拍78bpm，血圧102/57mmHg．翼幅/身長比は1.02（正常
1.05以下），上節/下節比は1.08（正常0.93以上）で，いずれ
も正常であった．眼間開離，高口蓋，口蓋垂裂（Fig. 4），
くも状指，側彎，両足外反足が認められたが，Marfan

症候群に特徴的な水晶体脱臼，胸郭変形，リストサイ
ン，親指サインはなかった．
　手術は大動脈弁から腕頭動脈分岐近位部までの上行
大動脈を人工弁（ATS-AP 18mm，ATS Medical社）およ
び人工血管（Hemashield 22mm，Boston Scientific社）で
置換した．切除した大動脈壁の病理所見は中膜の弾性

はじめに

　Loeys-Dietz症候群（LDS）は2005年にLoeysとDietzに
よって報告された症候群で，① 大動脈瘤または大動
脈の蛇行，② 眼間開離，③ 口蓋垂裂または口蓋裂を
三徴とし，transforming growth factor b receptor-1または 

2 遺伝子（TGFBR1 or TGFBR2）の変異を有する結合織
疾患である．くも状指，側彎，大動脈基部拡張症など
のMarfan症候群と類似した症状を呈する一方，Marfan

症候群に特徴的な高身長，水晶体亜脱臼などを伴うこ
とはまれな症候群である1）．以前からMarfan症候群類
似の表現型を呈するがGhentの診断基準を満たさず，
Marfan症候群に典型的にみられるFBN-1遺伝子異常が
検出されない例が 9～34％あることが知られていた 

が2），その一部は本症候群であることが明らかとなっ
た．本症候群は小児期から著明な大動脈基部拡張を伴
うことが多く，その進行は急速で若年での血管合併症
による死亡が報告されていることから1，3），小児循環
器科医，心臓外科医による早期診断と治療が望まれる．

症　　例

　在胎40週，正常経腟分娩，出生体重2,920g．家族歴
に特記事項はない．3 カ月時に先天性外反足，小顎，

可能性があるため，小児科医が認識することが望まれる疾患と考えられる．
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Fig. 1 Diameters of the aortic root and aortic valve.4)

 Time course changes in diameters of aortic root and aortic valve  
annulus from birth to age 10, when the patient underwent Bentall 
procedure because the acceleration rate of aortic root dilatation  
exceeded 5 mm/year and the diameter reached 44 mm.

高口蓋などから奇形症候群を疑われ当院
小児内科を紹介された．心エコースク
リーニングで大動脈基部拡張（大動脈弁
輪径13.9mm， Valsalva洞径17.0mm）が認
められたことからMarfan症候群の一亜系
として外来で経過観察されていた．経過
中胸痛，呼吸困難などの症状はなかった
が，心エコーでは大動脈基部拡張は進行
した（Fig. 1）4）．左室肥大はなく，左室収
縮機能は正常であった．2005年にTGF-

BR1，TGFBR2変異に基づくLDSが報告
されたことから，本症例でも2006年（8 

歳時）に遺伝子検索を行ったところTGF-

BR2変異（exon 7，1560C > G，Cys520Trp）
が検出され，LDSと診断された．8 歳時
の心カテーテル検査では左室圧80/EDP = 

6，上行大動脈圧72/48，下行大動脈圧
75/48mmHg，左室拡張末期容積69ml（指
数108ml/m2），駆出率69％で， Valsalva洞
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線維や平滑筋の走行が非常に疎で錯綜し，囊胞性中膜
壊死の所見を認め（Fig. 5），LDSに合致する所見であっ
た5）．術後はアンジオテンシンII受容体拮抗薬（ARB，
ロサルタン25mg，0.8mg/kg/day）の内服を開始し，術
後 1 年の経過は良好である．

考　　案

　Loeysらの報告によるとLDSの代表的症状とその頻
度は大動脈瘤（98％），大動脈の蛇行（55％）に加え，眼
間開離（69％），口蓋裂や口蓋垂の異常（75％），くも状
指（70％），側彎（50％），内反足（45％）である3）．その
他にも多彩な症状を呈することが知られているが，こ
れまでに文献上に報告された臨床症状をTable 1にまと
めた3，6–9）．
　LDSは眼間開離，口蓋垂の異常の程度によってtype I

とtype IIに分類される3）．type Iでは口蓋垂裂，頭蓋骨
癒合症や眼間開離などの特徴的な症状を有するが，

type IIはこれらの顔面の特徴を欠き，臓器破裂，易出
血性，瘢痕形成などのEhlers-Danlos症候群血管型の特
徴を 2 つ以上もつものである．顔面異常と血管合併症の
程度は相関し，type Iはより重篤な血管合併症を有する．
TGFBR1/2の違いと血管合併症の程度との相関は認め
ない3）．顔面異常の程度を測るものとしてcraniofacial-

severity-index（0～11点）がLoeysらによって提唱されて
おり，type Iで平均4.8点，type IIで平均0.8点である3）．
本症例は眼間開離や口蓋垂裂を認め，craniofacial-severity-

indexが 5 点であったことから表現型はtype Iと考えら
れた．
　LDSは他の結合織疾患であるMarfan症候群，Ehlers-

Danlos症候群血管型，Shprintzen-Goldberg症候群やLar-

sen症候群と類似の症状を呈し，鑑別を要する．Marfan

Fig. 2 Left ventriculogram recorded at 8 years of age, showing 
marked dilatation of the aortic root and slight dilatation 
of the descending aorta. Aortic tortuosity was not present.

Dilatation of 
descending aorta

Dilatation of 
aortic root

Fig. 3 Left ventricular long-axis view of echocardiogram 
recorded at 9 years of age, showing marked dila-
tation of the aortic root, with a diameter of 43 mm. 
Aortic valve annulus shows only slight dilatation 
and left ventricular hypertrophy is not noted.

Fig. 4 Photogram of bifid uvula and high 
arched palate recorded at 9 years of 
age. Fig. 5 Pathology of aortic wall obtained from aortic root 

at operation, showing fragmentation and disar-
ray of elastic fibers (circle and black arrow) and 
medial degeneration of cystic type (arrow head). 
Right lower part shows normal tissue.
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症候群と大動脈瘤，くも状指などの症状が類似するが，
Marfan症候群に特徴的な水晶体亜脱臼やリストサイン
などの症状はLDSには認められないことで鑑別され
る．一方LDSに特徴的な口蓋垂裂，眼間開離，頭蓋骨
癒合症，大動脈の蛇行などはMarfan症候群には認めら
れない3）．Ehlers-Danlos症候群血管型は臓器破裂，動
脈瘤，関節可動域の増大や妊娠期の合併症（弛緩出
血，子宮破裂，大動脈解離）などLDS type IIに非常に
類似した臨床症状を呈する．致死的合併症がLDSのほ
うがやや若年で発症すること，Ehlers-Danlos症候群血
管型では45％に周術期合併症が起こり，type IIでは
4.8％しか起こらないなどの相違があるが，臨床症状
のみでは両症候群の鑑別は困難である．近年は遺伝子
異常が報告されており，Ehlers-Danlos症候群血管型で

Table 1　Incidence of phenotypic characteristics among patients with Loeys-Dietz syndrome reported in the literature

 Loeys Loeys Aalberts Singh Yetman Akutsu Present
 20063）  20063）  20088） 20067） 200711） 20076） case

 Type I Type II (n = 9)  (n = 11) (n = 5) (n = 3)

 (n = 40) (n = 12)

Hypertelorism 36/40 0/12 0/9 1/7 5/5 1/3 +

Cleft palate or abnormal uvula 36/40 3/12 3/9 1/7 5/5 1/3 +

Aortic-root aneurysm 39/40 12/12 9/9 10/11 5/5 3/3 +

Aneurysm of other vessels 21/40 8/11 2/5 1/9 n.d. 3/3 –

Arterial tortuosity 21/40 6/9 0/2 0/2 5/5 1/3 –

Craniofasial

Craniosynostosis 19/40 0/12 0/9 0/9 4/5 0/3 –

Malar hypoplasia 24/40 n. d. 4/9 5/7 n. d. 1/3 –

Blue sclerae 16/40 n. d. 5/9 1/7 3/5 0/3 –

Ectopia lentis 0/40 n. d. 0/9 0/9 n. d. 0/3 –

Skeletal

Dolichostenomelia 7/40 n. d. 2/9 7/9 n. d. 0/3 –

Arachnodactyly 28/40 n. d. 0/9 6/8 n. d. 0/3 +

Pectus deformity 27/40 n. d. 5/9 7/9 n. d. 2/3 –

Scoliosis 20/40 n. d. 1/9 6/9 n. d. 0/3 +

Talipes equinovarus 18/40 n. d. 2/9 1/9 5/5 0/3 –

Camptodactyly 15/40 n. d. n. d. 2/9 5/5 0/3 –

Joint laxity 27/40 12/12 4/9 6/9 n. d. 0/3 –

Cutaneous

Velvety skin 11/40 9/11 2/9 n. d. n. d. 0/3 –

Translucent skin 13/40 7/11 4/9 n. d. n. d. 0/3 –

Others

Patent ductus arteriosus 14/40 n. d. n. d. 0/7 3/5 0/3 –

Atrial septal defect 9/40 n. d. n. d. 0/7 n. d. 0/3 –

Developmental delay 6/40 n. d. n. d. 0/11 n. d. 0/3 –

Chiari malformation 4/40 n. d. n. d. n .d. n. d. 0/3 –

n. d.: not described

COL3A1遺伝子異常によるIII型コラーゲン合成異常
が，LDSではTGFBR1/2遺伝子異常によるTGFbシグナ
ルの異常が組織で認められることから鑑別される3，10）．
Larsen症候群は眼間開離，鼻根部平坦化などの顔貌異
常を呈するが，その一部に大動脈蛇行などの心血管合
併症を呈した例がこれまでに報告されている．その症状
はLDSと類似し，Yetmanらによって生下時よりLarsen

症候群として診断されていたなかにLDSと診断された
一群が報告された11）．しかしLarsen症候群では多発性
の先天性関節脱臼，へら状の指がみられること，また
近年Larsen症候群のFLNB遺伝子異常が報告されたこと
から，外表奇形や遺伝子検索より本症候群と鑑別され
る12）．Shprintzen-Goldberg症候群は口蓋裂，くも状
指，眼間解離や先天性心疾患などLDSと類似する症状
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Table 2 Clinical characteristics, surgical procedures and outcome of child cases with Loeys-Dietz syndrome  
 reported in the literature11, 14）

  Age at Aortic root Surgical Outcome and
  operation (years) diameter procedure cause of death

  1  0.5 27.4 mm VSRR Alive

  2  1 34 mm VSRR Alive

  3  2 170%＊ VSRR Alive

  4  3 178%＊ VSRR Alive

  5  5 43 mm VSRR Alive

  6  5 31 mm VSRR Alive

  7  5 37 mm VSRR/Arch Death, aortic rupture

  8  7 30.4 mm VSRR Alive

  9  8 42 mm VSRR Alive

10  9 42.4 mm VSRR Alive

11  9 200%＊ Bentall Death, aortic dissection

12 Present case 10 44 mm Bentall Alive

13  13 42 mm VSRR Alive

14  14 42.5 mm VSRR Alive

15  14 n. d. Bentall Alive

16  14 52 mm Bentall Alive

＊percentage of the average size of normal children
n. d.: not described, VSRR: valve-sparing aortic root replacement, VSRR/Arch: VSRR with arch replacement

825

を呈するが，面長の顔，垂れ目，耳介低位や精神発達
遅滞などの合併頻度が高い点などからLDSと鑑別される．
しかしその一部に大動脈基部拡張などの一群があるこ
とが知られており，この一群とLDSとの臨床症状は類似
し鑑別は困難である．Shprintzen-Goldberg症候群では
LDSと同様にTGFBR遺伝子の変異が報告されている6）．
　以上のようにLDSは他の結合織病と類似した表現型
を呈するが，本症候群に特徴的な眼間開離，口蓋垂
裂，大動脈基部拡張などが認められたときはLDSを念
頭に置き，大動脈拡張をスクリーニングするととも
に，早期の治療介入のために遺伝子検索を考慮すべき
である．
　LDSは他の結合織疾患と比し，早期から大動脈基部
拡張が進行し3），胎児における拡張も報告されている13）．
本症例でも乳児期早期から大動脈基部拡張が認めら
れ，10年間その径を追跡した．経時的に観察すると大
動脈弁輪径に比し，大動脈基部拡張の進行がより顕著
であることがわかった（Fig. 1）．また大動脈径39，
40mmの成人での死亡例の報告も複数みられ14），中等
度の基部拡張でも解離や破裂が生じる．LDSは無治療
で経過したMarfan症候群やEhlers-Danlos症候群血管型
よりも若年で心血管合併症が起こる．Loeysらによる
と死亡時平均年齢は26歳で，Marfan症候群の61歳を大

きく下回り，多くが大動脈解離などの血管合併症によ
り，一部は脳出血により死亡している3，14）．
　以上より手術適応基準はMarfan症候群より厳しく，
基部径が40mm以上，拡張速度が年 5mm以上に加え，
小児においては年齢や体表面積を加味した手術基準が
提唱されている14，15）．LDSでは複数回手術を要する症
例が34％存在し，血管壁がより脆弱なtype IIでは周術
期の合併症が起こりやすい3，14）．小児における自己弁
温存大動脈基部置換術（valve-sparing aortic root replace-

ment：VSRR）の長期成績はいまだ不明であり，術式選
択についての見解は一致していない．Zanottiら15）によ
ると，解離などの症状を認めない待機手術の患者で，
大動脈弁が二尖弁でなく，弁輪径が18mm以上の者に
はVSRRが推奨される．一方，大動脈解離や重篤な弁
逆流などの大動脈弁病変を有する患者にはBentall手術
が推奨される．また乳児等において同種弁が使用され
ることもある15）．本症例でも大動脈弁逆流が出現し，
大動脈基部径が44mm，拡張速度が 5mm/年となったた
め10歳時にBentall手術を行った．自験例と小児LDS報
告例の手術形式などについてTable 2に示す．手術時の
平均大動脈基部径は39mmであり，43mm以下では
VSRRが，それ以上ではBentall手術が選択されている
ことが多かった．本症例においては境界域の径では
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あったが，大動脈弁逆流がみられていたことを重視し
Bentall手術を選択した．
　TGFbシグナルは血管や頭蓋顔面形成に重要な役割
を担っているが16），LDSではTGFBR1/2の変異によって
大動脈内膜のTGFbシグナルが増強され，大動脈内膜
の膠原線維の増生，エラスチン結合の欠失，エラスチ
ン線維の配列の乱れを生じる．このことにより大動脈
壁の脆弱化や菲薄化を引き起こし大動脈基部拡張や大
動脈解離を発症する1，3，15）．本症例の大動脈壁の弾性
線維や平滑筋は非常に粗で錯綜しており，本症候群に
合致する所見であった．Brookeらの報告によるとTGFb

シグナル抑制効果のあるARBによってMarfan症候群の
大動脈基部拡張の進行が有意に抑制された17）．このこ
とはARBがLDSに対しても有用である可能性を示唆し
ている．しかしながらValsalva洞・上行大動脈接合部
より遠位の上行大動脈の拡張は抑制されず，胸部大動
脈瘤や腹部大動脈瘤を合併する本疾患での有用性には
疑問が残り，今後のLDSに対する前方視的検討が望ま
れる．本症例でのARBの効果も今後長期に観察を行う
必要がある．
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