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失神発作を初発症状とし，冠動脈狭窄病変と大量消化管出血を

合併した仮性弾性線維黄色腫症（PXE）の一女児例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　冠動脈および消化管に高度の血管病変を認めた仮性弾性線維黄色腫症（Pseudoxanthoma　Elasticum：

PXE）の15歳女児例を経験したので報告する．心電図上の虚血性変化が著しく，冠動脈病変は3枝にわ

たり（左前下行枝segment　7，回旋枝segment　13，右冠動脈後下行枝（seg　3～4PD）・房室枝（4AV）

に高度狭窄を認め，冠動脈病変に対して2枝バイパス手術を施行した（左内胸動脈一左前下行枝，大伏

在静脈一4PD）．術後の冠動脈造影ではバイパスに用いた大伏在静脈の閉塞が認められた．またバイパス手

術の数日後に，胃体部中心の粘膜下に広汎に認められた動脈瘤からの大量出血を来し，shock状態となっ

たが内視鏡下に出血部位の焼灼を行い止血しえた．

　本邦での若年者におけるPXEの冠動脈病変の合併例に対するバイパス手術施行例の報告は見られ

ず，本症例が初めてと思われる．

　　　　　　　　　　はじめに

　仮性弾性線維黄色腫症（PXE）は，皮膚・粘膜・心

血管系の弾力線維の変性を特徴とし1｝，常染色体劣性

遺伝形式を呈する稀な疾患である2）．本症の重篤な症

状として血管病変にもとつく消化管出血や頭蓋内出

血3）・心筋虚血や梗塞があげられる4）“－5）．著者らは失神

発作をきっかけに，冠動脈・消化管に重篤な血管病変

を認めた15歳女児例を経験した．若年のPXEの病像

は年長者に比べて重症のことも多く6）一一8）10代での突然

死例も報告されている．小児科領域で冠動脈病変を来

す疾患としては川崎病やBland・White－Garland症候

群（BWG症候群），冠動静脈痩，大動脈炎症候群など

が良く知られているが，若年者の原因不明の心筋虚血

症状を呈する病態に遭遇した場合は本症も念頭におく
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べきである．

　　　　　　　　　　症　　例

　患児：15歳，女児

　主訴：失神発作，心電図異常

　家族歴：父（42歳）高血圧治療中，父の姉が原因不

明の突然死，父の弟に新生児期に死亡したものがいる．

両親の近親婚はない．

　現病歴：満期正常出生にて著患なく経過していたが

小学生時に左上肢の脈が触れにくいことに気づいてい

た．15歳時運動会で短距離走後に突然意識消失をきた

し近医に転送され心電図異常を指摘された．その後某

病院での運動負荷心電図にてSTの低下を指摘された

ために精査目的で当科へ入院となった．

　入院時現症：身長153cm，体重44Kg，チアノーゼは

なく心雑音は聴取されないが，心音はやや減弱し，収

縮期血圧の左右上下肢差（右上肢一106，左上肢一86，右

下肢一98，左下肢一60mmHg）が認められた．皮膚には
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表1　入院時検査成績

・一般検血

RBC
　Hb
　Ht

WBC
stab

　seg
　eosino

　mono
　lympho
・一般検尿

糖，蛋白　（一）

潜血，細菌（一）

・免疫グロブリン

Ig・G

Ig－M

Ig・A

・CRP
（一）

395×104mm3
　12．Og／dl

　35、7％

　4．900mm2
　　2．0％

　51．0〃

　　1．0〃

　　3．0〃

　43．0〃

1475mg／dl

216〃

171〃

・血液生化学検査

GOT
GPT
LDH

13KU
　8〃

139mU／ml

LDH　isozyme
〃1

〃2

〃3

〃4

〃5

ALP
CPK
HBD

28％

37〃

26〃

　7〃

　2〃

7．9KU

26mU／ml

76RU
総コレステロール

158mg／d1

HDLコレステロール

LDH
VLDL

60〃

355〃

146〃

chylomicrone　9〃

liPo・protein　196〃

トリグリセライド78〃

過酸化脂質　3．1μM／ml

BUN
Cre

Na
K
C1

8．4mg／dl

O．8〃

143〃

4．6〃

109〃

検血・検尿・血液生化学検査で特記すべき異常値は認められない．

頸部・鼠径部に淡黄色の不規則な丘疹が認められた．

肝脾腫大や浮腫はなく神経学的な異常所見もみられな

かった．

　〔入院時および入院後検査〕

　1．一般検血および血液生化学（表1）：貧血はなく，

炎症反応は陰性で，生化学検査ではLDL・VLDLの若

干の高値を認めた．

　2．胸部X線写真および心電図所見（図1－a，b）：

CTRは44％と心拡大はなく肺野の異常も認めなかっ

た．心電図は正常電気軸，正常洞調律で若干の左室肥

大パターンと，肢誘導およびV6でT波の平低を認め
た．

　3．心エコー検査：内臓心房位，心房心室および心室

大血管関係は正常で心内圧の異常や冠動脈の異常起始

および拡大病変はみられなかった．

　4．Treadmill　Test（図2）：ShefHeld　stage　4で心

拍数が120／分に達した時点でII，　III，　aVF，　V3．6にて最

高0．4mVのST低下を認めた．胸痛やめまいなどの自

覚はなかった．

　5．Holter心電図では心室性期外収縮の散発がみら

れ，軽度労作でのST低下が記録された．
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表2　心臓カテーテル検査成績

position 　Syst
（mmHg）

　Diast
（mmHg）

Mean
（mmHg）

SO2（％）

SVC 5 72

IVC 3 81

RA（m） 5 79

MPA 24 7 14 77

lt－PA 21 8 13 78

lt・PAw 9

RVOUT 24 0 EDP　7 76

RVlN 24 0 EDP　　7 76

LV 100 0 EDP　13 98

A．A。 102 65 86 98

C．0 5．23〃min

C．1 3．821／min／m2

左室拡張末期圧（LV．EDP）の若千の高値を認めるが，心

拍出量（C．0），心係数（C．1）は正常値を示す．

図3　選択的左冠動脈造影．前下行枝，回旋枝の著し

　い狭窄（↓，↓↓）とその末梢部のcollateral　filling

　を認める．

　6．脳波は覚醒・入眠時ともに発作波や徐波焦点は見

られなかった．また，頭部X線写真では石灰化などの

異常所見はみられなかった．

　7．眼科的検査では前眼部や中間透光体には異常は

みられず，眼底は視神経乳頭や黄班部の異常はみられ

なかったが後極部は梨子地状を示し，蛍光眼底検査で

は一部にangioid　streakが見られた．

　8．頸部・鼠頸部にみられた不規則な丘疹は

Pseudoxanthomaと診断された．

　9．心臓カテーテル検査（表2）および心血管造影（図

3，4）：心内短絡を有する心奇形はなく，心係数は
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図4　選択的右冠動脈造影．右冠動脈下行枝4PDの著

　しい狭窄と末梢部のcollateralの発達を認める．

3．821／min／m2と正常であったが，左室拡張末期圧の軽

度上昇を認めた．選択的左冠動脈造影ではsegment　7，

13が著明な狭窄を示し7，12，13から末梢は全体的に

細く，また選択的右冠動脈造影では4PDの限局性の高

度狭窄と4AVのslit状の狭窄を認めた．鎖骨下動脈・

大腿動脈造影では狭窄性変化は明らかではなかった．

　10．心臓核医学検査：運動負荷による201一タリウム

シンチグラムでは側壁から心尖部の壁運動の低下，99

m一テクネシウムシンチグラムでは前，高位側壁部位の

perfusion　defectが認められた，

　〔その後の経過〕

　両側冠動脈の狭窄性病変に対して冠動脈バイパス吻

合術（double　CABG；左内胸動脈一左冠動脈segment

8，右冠動脈一4PD）を施行した．

　11．手術時組織所見：大動脈内膜では，intimal

fibrosis，　mediaのfocal　fibrosisを認めたが石灰化は

なく，大動脈壁では結合織内の動脈中膜に多数の石灰

化が見られた．冠動脈（図5，6）は，内膜の著明な

肥厚と著しい線維化を認めた．また，右房心内膜の一

部にendocarditisの所見を認めた．左内胸動脈結合組

織内の動脈中膜にも石灰化が見られた．CABG後，

Warfarinによる抗凝固療法を行っていたところ，術

後5日目に急激なshock状態を伴う大量の消化管出

血を来したために，緊急内視鏡検査を行い，食道・胃

上部のびらんと線条出血，胃体部中心の粘膜下に本症

に特有とされる蔓状の蛇行した動脈（cirsoid　aneur－

ysm）の一部からの出血を認めた（図7）．内視鏡下に
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図5　組織所見．結合組織内の血管の内膜下の肥厚と

　線維化が著しい．
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図7　胃内視鏡所見．

　状の動脈の蛇行，

胃体部の粘膜下に認められた蔓

出血部位の焼灼を行い止血しえた．

　12．後に行った胃十二指腸動脈造影では蔓状動脈網

像を呈していた．

　13．術後の心筋シンチグラムでは左室収縮能の改善
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を認め，術後の選択的冠動脈造影では内胸動脈は良く

開通していたが，右冠動脈のバイパスに用いた大伏在

静脈の閉塞，左右冠動脈の末梢の狭窄性病変の残存が

認められた．

　患児は現在，抗凝固療法を継続し，自覚症状なしに

経過しているが，運動負荷心電図ではSTの変化が認

められている．

　　　　　　　　　　考　　案

　PXEは中血管中膜の弾性線維の変性を来すことに

より末梢血管脈拍の消失や減弱・血管への石灰沈着・

間欠性破行・高血圧および各種臓器への出血などの症

状が起こるとされている9）．

　本症は1881年Riga1が皮膚病変に関して報告したの

が初めてで1°），1896年Darierが本症の本態が弾力線維

の変性であることを報告した11）．1929年，Gronblad・

Strandbergが皮膚病変と網膜色素線条が同一の原因

で発症すると発表し，ついで1936年，Franceschetti

Gronblad－Strandberg症候群と命名した12）13）．

　本邦ではこれまでに主に皮膚科・眼科領域を中心に

約270例の報告が見られている14）15）．本症における心血

管変化の合併は，これまでの統計では約20％前後に見

られるとされ，最近では種々の診断技術の発達により

更に高率に認められると報告されている3）15｝が，若年

者の心血管病変の合併例の報告は少ない．本症の心病

変部としては心内膜16）～18）・弁18）19｝・冠動脈5）2°）21）などが

挙げられている．弁病変は主に僧帽弁18）22）～24）に認めら

れ，冠動脈では主に中等大一太い動脈に石灰化・内膜下

肥厚・中膜線維化・内外弾性板断裂などの所見が認め

られるとされている．心血管系に関するこれまでの報

告では3）17）25）狭心症の合併は4～25％と比較的多い割

に冠動脈の狭窄病変を有することが少なく26），また心

筋梗塞の出現の少ないことや5｝6），small　coronary

arteryにPXEに特徴的な病理所見を認めたという報

告例16）27｝があることなどから，最近では本症がsmall

coronary　artery　diseaseである可能性が示唆され注

目されている．本例では，心エコーや血管造影からは

弁の異常は明かではなく，病理検査からは冠動脈・心

内膜の病変が確認されているが，労作時にみられた心

電図変化・冠動脈造影所見・病理所見などから本例の

心血管系の変化として，低酸素や過呼吸による脳血流

量の器質的変化，冠動脈病変に起因する急激な脳血流

の減少・心拍出量の低下，脳血管に及ぶPXEの合併な

どが推測され，small　coronary　artery　diseaseである

か否かは明かではない．
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　本症の生命予後に関しては全身的な合併症を起こさ

ない限り良好とされているものの，本症例の様に国外

でも10代小児の突然死例（12，14，15歳）の報告4｝，18

歳の貫通性前壁中隔梗塞のバイパス術救命例の報

告5），彌漫性に冠状動脈閉塞を認めた23歳の後側壁梗

塞例の報告6）などもみられ，若年において本症と診断

されたものの病像は年長者に比して重症のものが多

く28），動脈硬化・石灰化などの組織変化も強いと考えら

れる．

　本症の発病年齢に関する報告は少ないが，有馬ら31）

の報告では，3歳時に運動時の呼吸困難や胸部圧迫感

を訴え，6歳時に初めて高血圧を指摘された例がみら

れる．この例では腎・腸間膜の動脈病変が高血圧の成

因である可能性が示唆されており，Eddyら3）の報告に

見られるように，PXEでの先天的な血管病変の存在も

考えられている．

　本邦では古くには渡辺29）が胃腸管出血および末梢血

管病変を伴うPXE症例を報告しているが，本例のよ

うに学童期に重篤な冠動脈狭窄性病変や胃粘膜の動脈

瘤が明かになり，冠動脈狭窄病変に対してこの時期に

バイパス手術が施行された報告例は極めてまれであ

る．我々の施設では，過去に，若年者のPXEを2例経

験し3°），1例は本例と同様の15歳女性で，頸部に仮性黄

色腫・眼底に網膜色素線条が認められており，狭心症

発作を呈した為に，冠動脈造影を施行したところ，両

側冠状動脈ともに通常の冠動脈硬化に比べ，末梢まで

及ぶ狭窄像を呈した．最近では，①解離性大動脈瘤・

腎動脈狭窄・左右冠動脈に動脈瘤および有意な狭窄像

を認めた症例26），②腎・脾・腸間膜の動脈病変と高血圧

を伴なった症例31），③Sick　Sinus　Syndromeを伴った

症例32），④冠動脈に有意な狭窄性病変を認めずに，急性

心筋梗塞を発症した症例15）などが報告され，本症が皮

膚・眼のみならず全身性の多彩な病像を呈する疾患で

あることが再認識されてきている．

　本症例では，入院時の運動負荷心電図にて初めて

ST・Tの変化が認められたが，小学生時に，既に上肢

の脈が触れにくいという血管病変の出現を疑わせる兆

候がみられている．入院後の鎖骨下動脈や大腿動脈造

影では狭窄は明かではなかったが血圧の左右上下肢差

や失神発作は冠動脈・胃十二指腸動脈以外の血管病変

の存在も疑わせる所見とも考えられる．また，本例で

は高血圧症や心電図上の左室肥大の所見は著明ではな

いが，PXEにおける高血圧症の合併は25～50％とさ

れ，その原因として前述の様にrenal　angiomaや腎血

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第3号

管性病変の合併，あるいは本態性高血圧の合併があげ

られている．本例でも今後血清レニン活性の測定など

renovascular　hypertensionの進行への注意も必要で

あろう．また，本例では幸い15歳まで発症しなかった

が，PXEの血管病変が末梢血管から心大血管に及ぶも

のである可能性や本症の心血管系病変の進行の度合い

が加齢に伴う動脈硬化性変化の進行よりも遅く，その

ためにこれまで本症が予後良好と考えられてきた可能

性も考えられる．また，前述の我々の施設で経験した

症例は保存的に治療を行ったが，CABGを施行した本

例では，術後の心血管造影でバイパスに用いた大伏静

脈の完全閉塞が認められた．

　本症が進行性の全身性疾患であることを考えた場

合，本例でバイパス手術に用いた血管の閉塞がPXE

による血管壁の変化の結果とも考えられる．この点は

今後同様な症例の心血管系の合併症に対する治療方法

の選択に際して，積極的な外科的治療を行うか保存的

な加療が可能かどうか判断する上で重要なポイントと

なるであろう．また，CABG後の消化管出血によって

初めてCirsoid　aneurysmの存在に気付いたが，消化

管出血がCABG後のストレスにより，もともと合併し

ていた粘膜病変の進行が促された可能性も考えられ

た．

　小児の冠動脈に虚血性変化を来たし得る疾患として

川崎病やBWG症候群，大動脈炎症候群などが知られ

ている．脈拍の減弱や明かな左右差，若年者の心血管

撮影での原因不明の冠動脈狭窄性病変やを認めた場合

には本症をも鑑別の対象として，皮膚病変・眼底所見・

消化器症状に対する注意が必要である．

　　　　　　　　　　結　　語

　失神発作を機に発見され，その原因となったと考え

られる両側冠動脈の重篤な狭窄病変にバイパス術を施

行し，その後更に，上部消化管の動脈瘤により大量出

血をきたしたPXEの一女児例について文献的考察を

加えて報告した．

　病理組織診断について，ご指導・ご助言をいただきました

東京女子医大付属成人医学センター堀江俊伸先生に深謝致

します，

　本論文の要旨は第125回日本循環器学会関東甲信越地方

会にて口演した．
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Pseudoxanthoma　Elasticum　Associated　with　Three　Vessels　Coronary　Artery　Stenosis　and

　　　　　　　　　　　　　　　Severe　Upper　Gastric　Hemorrhage－A　Case　Report一

　　Kazuo　Ikeda，　Hiroshi　Katayama，　Keiko　Nojima，　Yasutoshi　Matsumoto，　Sumi　Aiba，

　　　　　　Masashi　Seguchi，　Toshimitsu　Shibata，　Gengi　Satomi，　Atsuyoshi　Takao，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Masahiro　Endo＊and　Masataka　Maruyama＊＊

Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Department　of　Cardiac　Surgery

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊Department　of　Internal　Medicine

　　　Acae　of　Pseudoxanthoma　elasticum（PXE）associated　with　severe　coronary　artery　stenosis　and

upper　gastric　hemorrhage　is　reported．

　　　The　patient　is　a　girl　who　had　a　history　of　deficiency　of　radial　artery　pulsation　in　her　childhood，　and

she　showed　a　fainting　spell　after　exercise　at　15　years　old．　The　Tredmill　Test　revealed　a　severe

myocardial　ischemic　change．　Coronary　angiogrphy（CAG）demonstrated　three　vessels　coronary　artery

stenosis．　Double　coronary　artery　bypass　graft　were　performed，　but　in　post－operative　state，　she　had　an

episode　of　upper　gastric　hemorrhage．　The　endoscopic　examination　showed　a　few　large　aneurysms

winding　through　the　stomach．

　　　Post－operative　CAG　showed　a　total　occulsion　of　right　sided　bypass　graft．　In　Japan，　Infantile

operated　cases　of　PXE　associated　with　severe　coronary　artery　stenosis　have　been　very　rare．

　　　We　emphasize　that　the　prognosis　of　PXE　in　youth　is　not　always　so　good，　and　this　syndrome　is　one

of　the　genrally　progressive　disorders．

　　　Therefore　we　fully　realized　that　we　must　be　deliberate　in　the　choice　of　theraphy　for　PXE．
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