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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Eisenberg1）が報告した，常染色体優性の遺伝形式を取る大動脈弁上狭窄の一家系を報告した．発端者

は7歳の女児で，38歳の母，5歳の弟，及び母方従兄の第2子（6歳，男児）がSVASであった．また，

発端者の兄は9歳時SVASに対し，大動脈形成術を受け死亡していた．　WSCR（Williams　syndrome

chromosome　region，　Oncor社製）プローブを用いたFISH法による染色体分析では4例とも7qll．23

領域に欠失を認めなかったが，低い鼻根，たるんだ頬などの特徴的顔貌，太い声などWilliams症候群と

の類似点が認められ，本症とWilliams症候群の遺伝学的オーバーラップが臨床的に示唆された．

　　　　　　　　　緒　　言

　大動脈弁tl狭窄（SVAS）の多くは，　Williams症候

群2）に合併するが，妖精様顔貌や，精神発達遅延を示さ

ず，優性遺伝の形式をとる家族性のSVASが極めて稀

に報告されている3）－1°）．我々は，本症の一家系を経験

したので，若干の文献的考察を加えて報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　発端者は7歳女児（症例1）で，生後間もなくより，

心雑音を指摘され，市立函館病院小児科にて，経過観

察されていた．4歳時に，心電図，胸部X線，心エコー

等によりSVASと診断された．症例2は，症例1の弟

で5歳男児．1カ月検診で，心雑音を指摘され，その

後，市立函館病院小児科にて，心電図，胸部X線，心

エコー等から，SVASと診断された．症例3は症例1，

2の母方従兄の第2子で，6歳男児．生後間もなくよ

り心雑音を指摘され，同様に市立函館病院小児科にて，

SVASと診断された．

　3症例とも市立函館病院にて経過観察されていた

が，平成4年6月，血行動態の評価のため，当科に入

別刷請求先：（〒030）青森県青森市東造道2丁目1番

　　　　　1号
　　　　　青森県立中央病院小児科　　酒井　好幸

院した．当科人院時，3例とも身体発育や精神運動発

達には異常を認めなかった．駆出性収縮期雑音を聴取

し，頸部に振戦を触知した．症例1，2では白い肌や

たるんだ皮膚と頬，症例3では低い鼻根や上を向いた

鼻などの特徴的顔貌を呈した．症例2，3の声は，太

く低かった．

　一般検血，血液生化学，検尿，染色体などには，い

ずれも異常所見を認めなかった．

　図1に，症例1，2とその母の臨床写真を示した．

図1　症例1，2と母親の臨床写真．妖精様顔貌では

　ないが肌が白くたるんだ皮膚と頬を認めた．
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卜xl　2　症f列1，2（ノ）ノi’［’宅長Wl断lriiにおけるカラードーノラf象．｛沙時6P［l！（ノ）Sv，－sヒ1度

　の人動脈弁逆流を認めた．

［’；（｜3　　　1・；：lll｛f夕1」u）ノ＼重ノJ田1《」口・景〃．

　河［イF’〔1召、y）六二．

｝Jli｛f列とも］｝少‖、脇iPP〔ノ）sVAS，

妖精様顔貌で’はないが，肌が白く，たるんだ皮膚と頬
力：牛与fコ没n勺1二’ct｝’）一・た．

　　図2に，症｛列1，　2の左室長軸断1川におけるカラー

ドソラf象を・Jk一す．｛沙時、目・型のSVASと1度の大動脈弁

」逆溺己を，il忍b～）1：．

　　ノミ1に心・1駈戊カテーテノレデータをノ」k一す．ノ亡ら；く大重力肋ミ弓1

抜き圧較差は，Jl｝1例1，2，3でそれぞれ，25mmllg，

36mmllg，　L）Ommllgであった．肺動脈内でのIll較差は

認めなかった．

　　図3に，3症例の人動IVr〈M’｛影像を示した．3症例と

も，砂時計型のSVAsを認めた．症例2，3の’ノく動脈

弁逆流は，］度で’あ一）た．また，症f列2u）ノr：冠動li爪は，

上方にひきつれた形となり，起始部狭窄へ進展する．日∫
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　　　　　図4　家系図
＊はSVASの診断が確定しているもの．

能性があるものと考えられた．

　図4に今［”1の症1列の家系図を示した．①は，SVAS

の診断が確定しているもの，②は，心疾患にて死亡し

ているが，詳細が不明なものである．症例1，2の母

は38歳で，内科にてSVASの診断を受け経過観察中で

あり，’iG科での心エコー検査でも，砂時計型のsVAS

が確認された．症例1，2，3に認められた様な特徴

的顔貌はなく，精神運動発達の異常も認めなかった．

症例1，2の兄は生下時より心雑音を指摘され，他院

にて，7歳時にsVASと診断された．9歳時に心臓カ

テーテル検査を受け，左室大動脈引抜き圧較差が64

mmllgであったため，同院にて大動脈形成術を受けた

が，術後2時間で死亡した．また，母方の祖父と同胞

6人が死亡しており，祖父と同胞1人は詳細不明の心

疾患により死亡している．症例3の母が完全房室ブ

ロックと，母方の従兄弟1人が肺動脈狭窄と診断され

たが，詳細は不明であった．

　3症例と，症例1，2の母に対しFISH法による染

色体分析を行ったが，7q11．23領域に欠失を認めたも

のはなかった．染色体標本は患者末梢lllLリンハ球また

は樹、こしたリンパ球細胞株を用いて作製した．ゾロー

ブはOncor社製WSCR（W川iams　Sy1Klrome　Chro－

mosome　Regiol〕）プローブを用い，　WSCRゾローブを

染色体1）NAにハイブリダィズさせ，さらに蛍光色素

を結合させシグナルとして蛍光顕微鏡で観察し欠失所

見の有無を確認した．

　　　　　　　　　　考　　察

　1964年，Eisenbergらは，常染色体優性の遺伝形式を

とり，顔貌，知能には，特徴を認めない家族性SVAS

を結合した．しかし，彼らの原著でも，本症には，末

梢性肺動脈狭窄の合併を認めるものがあること，また，

Andrew3）らの報告にあるごとく，知能はTE常でありな

がら，特異な顔貌を示す本症の家系があることなど，

本症の中には，Williams症候群の部分症ともとらえう

る症例が混在するものと考えられていた．このような

SVASの家族集積例は，欧米では，5世代にまたがる

報告5）を始めとして，数10例が報告されているが，本邦

では，5家系の報告をみるのみである13）－16｝．
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　最近，家族性SVASの家系で，7ql1．23領域に位置す

るエラスチン遺伝子が転座により部分的に欠失してい

ることが判明した17｝ls｝．また，　Wnliams症候群はエラ

スチン遺伝子を含む114kb以．ヒの領域の欠失であるこ

とが報告】t”され，FISH法によるWilliams症候群の診

断がri∫能となった．著者らの症例は，　FISH法により7

qll．23領域の欠失は認めないものの，症例1，2，3

の特異的顔貌や，人なつっこい性格，症例2，3の太

い声など，Williams症候群の特徴としてよく知られて

いるいくつかの特徴を有しており，本症候群とWil－

liams症候群の遺伝学的オーバーラップを臨床的に示

唆するものと考えられた．

　今後，この家系についてもエラスチン遺伝子に関す

る検索を進める予定である．

　稿を終えるにあたり，御校閲賜りました札幌医科大学医

学部小児科臼素峻三教授に深謝いたします．
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Familial　Supravalvular　Aortic　Stenosis
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　　　We　reported　a　rare　autosomal　dominant　case　of　supravalvular　aortic　stenosis（SVAS），　which

was　first　reported　by　Eisenberg　in　1964．　Five　members　of　the　same　family　were　definitely

diagnosed　as　SVAS　by　two　dimensional　echocardiography　or　cardiac　catheterization．　Although

some　of　them　had　a　peculiar　face，　no　one　had　an　elfin　face　or　mental　retardation　characteristic

to　Williams　syndrome．　Genetic　correlation　between　this　type　of　SVAS　and　Williams　syndrome

was　discussed．
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