
はじめに

Ehlers-Danlos 症候群（以下，EDSと略）は皮膚の過

伸展，関節の過可動性，皮膚と血管の脆弱性を 3主徴

とする遺伝性結合織疾患で，コラーゲン代謝の先天異

常であることが示されている．臨床症状，遺伝形式，

生化学的所見などから現在11の亜型に分類されてお

り，なかでも IV型は出血型，動脈型として知られ，動

脈性出血や消化管穿孔を起こし死亡率が高い．今回，

われわれは腹腔内出血で発症した回腸動脈瘤破裂を来

したEDS IV型の 1例を経験したので若干の文献的考

察を加え報告する．

症 例

患者：49歳，男性

主訴：右下腹部痛，下痢

家族歴：患者の両親はいとこ婚である．

既往歴：乳児期―先天性股関節脱臼，幼児期―脊柱

側弯症，青年期―大動脈弁閉鎖不全症

現病歴：1997年12月 5 日頃より，右下腹部痛，下痢

が出現，12月 8日当院救急外来受診後，当科入院とな

る．

入院時現症：身長152cm，体重37kg と体格はやせ型

で手足は細長かった．皮膚は薄く，皮下の血管が透け

て見え，過伸展を示した（Fig. 1A）．また，手指の関節

は過可動性を示した（Fig. 1B）．血圧124�50mmHg，脈
拍120�min 整．眼瞼結膜に軽度貧血を認めた．腹部は膨
満し，腹部全体に軽度圧痛を認めた．Blumberg 徴候，

筋性防御は認めなかった．

入院時血液検査成績：WBC：27,700�mm3，CRP：
12.3mg�dl と上昇を認め，またGOT：58IU�l，LDH：
483IU�l，CPK：308IU�l，BUN：35.7mg�dl，Cr：1.83
mg�dl と軽度上昇を認めた．RBC：324×104�mm3，
Hb：10.1g�dl と貧血は軽度であった．
胸部単純X線写真：CTR 60％と大動脈弁閉鎖不全

症による心拡大を軽度認めた．

腹部単純X線写真：左に凸の著明な脊柱側弯症を

認めた．

腹部CT検査：左右横隔膜下，Douglas 窩に Low

density を示す液体の貯留を認めた．腹腔内には明ら

かな腫瘍性病変は認めなかった（Fig. 2）．

貯留した液体の性状を確認するため穿刺したとこ

ろ，血液が吸引され，腹腔内出血と診断された．その

後，RBC：218×104�mm3，Hb：6.8g�dl と進行性の貧血
を認めたため，同日，緊急手術を施行した．

手術所見：全身麻酔下に開腹したところ，腹腔内は

凝血塊を含む多量の血液で充満し，これらを吸引・排

出したところ，腹腔内出血量は1,144ml であった．さら

に腹腔内を検索すると，回腸腸間膜に母指頭大の腫瘤

を認め同部よりの出血が確認されたため，腫瘤を含む

小腸部分切除術を行った（Fig. 3）．

日消外会誌 ３２（７）：2020～2024，１９９９年

回腸動脈瘤破裂を来したEhlers-Danlos 症候群 IV型の 1例

公立和田山病院外科，神戸大学第 2病理＊

藤田 博文 上坂 邦夫 村尾 眞一＊

Ehlers-Danlos 症候群（以下，EDS）IV型は出血型，動脈型として知られ，動脈性出血や消化管穿孔

を起こし死亡率が高い．今回，腹腔内出血にて発見されたEDS IV型の 1例を経験したので報告する．

症例は49歳の男性．1997年12月 5 日頃より右下腹部痛，下痢が出現，12月 8日当科受診後，入院とな

る．入院時，腹部CT検査にて腹腔内出血を認め緊急手術を施行した．術中所見にて回腸腸間膜に母指

頭大の腫瘤を認め同部よりの出血が確認されたため腫瘤を含む小腸部分切除術を施行した．腹腔内出

血量は1,144ml であった．術後病理診断は回腸動脈瘤破裂であった．症例は大動脈弁閉鎖不全症，脊柱

側弯症，皮膚の過伸展，関節の過可動性を有しておりEDS IV型の回腸動脈瘤破裂による腹腔内出血と

最終的に診断された．EDS IV型の本邦報告例は自験例を含め31例に過ぎず，さらに腹腔内出血の報告

は無くきわめてまれであると考えられた．

Key words：

＜1999年 2 月24日受理＞別刷請求先：藤田 博文

〒669―5252 兵庫県朝来郡和田山町竹田2021 公立和

田山病院外科

Ehlers-Danlos syndrome type IV, ileal artery aneurysm rupture, intraperitoneal hemorrhage

症例報告



摘出標本：腫瘤の大きさは3.0×2.8cmで弾性軟で

あった（Fig. 4）．割面は内部均一な出血巣で血腫と診

断された．

病理組織学的検査：回腸動脈の一部が動脈瘤を形成

し，同部が破綻し血腫が形成されていた．また，動脈

の内膜は線維性肥厚により内腔の軽度狭窄が認められ

た（Fig. 5A）． 以上より回腸動脈瘤破裂と診断された．

また，病変のない動脈壁の弾性線維染色（Elastica-Van

Gieson 染色）像では，外弾性板を形成する弾力線維が

著しく減少していた（Fig. 5B）．さらに，皮膚生検のHE

染色像では真皮は疎鬆で，膠原線維の配列の乱れや断

裂が認められた．

以上，症例は大動脈弁閉鎖不全症，脊柱側弯症，皮

膚の過伸展，関節の過可動性を有しており，EDS IV

型の回腸動脈瘤破裂による腹腔内出血と診断された．

術後経過：術後経過は良好であったが，1997年12月

15日より癒着性イレウスを併発．イレウスチューブ挿

入にて保存的に加療するも軽快せず，12月19日イレウ

ス解除術を施行した．その後の経過は良好で1998年 1

月10日，退院となった．

Fig. 1 A）Skin hyperextensibility in the left forearm.

B）Hypermobility of the left carpal joint.

Fig. 2 Computed tomography of the abdomen dis-

played low density fluid retention around liver.

Fig. 3 Operative findings showed a bleeding tumor

protruded from the mesentery of the ileum.

Fig. 4 Macroscopic findings of the resected speci-

men of the mesentery showed an elevated lesion,

measuring 30×28 mm.
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考 察

EDSは17世紀より報告され，1901年に Ehlers が，ま

た1908年にDanlos が記載し，1936年 Ronchese1）が，皮

膚および血管の脆弱性，皮膚の過伸展，関節の過可動

性を 3主徴とする症候群として体系づけ，1974年に

McKusick2）が，臨床像，遺伝形式，生化学的異常から

7つの亜型に分類した．その後，コラーゲン代謝の研究

の進歩により，現在11の亜型に分類されている3）．

臨床症状としては皮膚（過伸展，脆弱性），関節（過

可動性），血管（易出血性）に主症状を呈し，関節症状

の中では，関節過可動性の他に反復性脱臼，先天性股

関節脱臼が，脊柱では，後・側弯症がしばしば観察さ

れる．また大動脈弁閉鎖不全症，僧帽弁閉鎖不全症な

どの心血管病変をしばしば合併する4）．発生頻度は出

生約25万人に 1人とされ，多くは小児科，整形外科，

皮膚科などで幼少期に診断がつけられている．

本症のうち約 4％を占める IV型は，出血型，動脈型

または Sack-Barabas 病として知られ，動脈性出血や消

化管破裂を起こし，20歳以上生存することはまれとさ

れている4）．皮膚の過伸展は軽く，関節の過可動性も小

関節に限られるが，皮膚は脆弱で薄く，皮下の血管が

透見され，皮下出血を繰り返し，また，とがった鼻，

大きな目などを伴い，全体にやせこけた尖端老変症

（acrogeria）顔貌を呈するのも，この群の特徴であ

る9）．遺伝形式は通常，常染色体優性遺伝であるが，自

験例は家系に先天性皮膚結合織疾患を思わせる者が存

在せず，孤発例である．EDS IV型は III 型コラーゲン

の代謝異常とされているが2）3），この III 型コラーゲン

は，胎児皮膚のコラーゲンの半分をしめ，生後は減少

し，成人では全コラーゲンの約20％をしめるのみであ

る．その分布は心，血管，子宮，消化管など伸縮を要

する組織に多く，特に，動脈の中膜，肺脆などの間質

は主に III 型コラーゲンにより構成されている．この

III 型コラーゲンは組織の膨張に対する歯止めの役割

を持つと考えられており，したがって III 型コラーゲ

ンを欠く消化管，血管では通常の圧に対して十分に拮

抗出来ず，破裂につながると考えられている4）7）．この

ため本症と診断された場合は，消化管穿孔の危険があ

り，消化管造影や内視鏡検査は避けるべきであり，ま

た血管は非常に脆く，血管造影は慎重に行う必要があ

る．

本邦におけるEDS IV型の報告は自験例を含め31例

に過ぎず，さらに腹腔内出血の報告は無くきわめてま

れであると考えられた．

またEDS IV型の手術報告症例は本邦において自験

例を含め15例であり5）～18）（Table 1），主症状は血管の

破裂，消化管穿孔，子宮破裂がほとんどで，術前にEDS

IV型と診断されていたものは 2例に過ぎなかった．こ

れはEDS IV型症例では他の型に比べて皮膚の過伸展

は軽度なことが多く，関節症状も比較的軽度であるた

め術前に診断がなされていないものと思われる．実際，

自験例においても体表異常が軽微であるため診断され

ず，動脈破裂を機に発見されている．また術後経過で

は2�3にあたる10例が術後死亡しており，早期診断の必
要性と組織の脆弱性による手術治療の困難性が示唆さ

れた．手術治療においては，消化管穿孔の場合では，

腸管の切除や縫合閉鎖よりも腹壁外曠置（exterioliza-

tion）が安全であり，動脈性出血の場合では，血管は裂

けやすく通常の縫合は困難で，多くは結紮せざるを得

ない．

Fig. 5 A）Histopathological diagnosis of the resected

tumor was a ruptured aneurysm of the ileal artery．

（H. E，×20）．

B）Elastic fiber staining of the arterial wall except

for the aneurysm showed the extreme decrease of

external elastic laminas（EvG，×40）．
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Table 1　Reported cases of operation for Ehlers-Danlos syndrome type� in Japan

OutcomeDiag. ※Symptoms SexAge YearAuthorCase

Died（－）Rupture of common iliac arteryM211981Mukae5） 1

Survived（＋）Laceration of the uterine cervixF241984Narita6） 2

Died（－）Rupture of abdominal aortaF391985Ozasa7） 3

Died（－）Rupture of uterusF251986Koizumi8） 4

Died（－）Mitral valve prolapseM521988Watanabe9） 5

Died（－）Dilatation of ascending aortaF431988Yokoyama10） 6

Died（－）Ruptura of axillary arteryM271989Nakamura11） 7

Perforation of transverse colon

Survived（－）Rupture of dissecting abdominal aneurysmM231994Numata12） 8

Died（－）Juvenile multiple aneurysmF131994Nishiyama13） 9

Survived（－）Thoracic aortic aneurysmM421995Takazawa14）10

Died（＋）Retroperitoneal hemorrhageM121995Nakaji15）11

Died（－）Retroperitoneal hemorrhageM221996Ishikawa16）12

Perforation of sigmoid colon

Died（－）Douglas abscessF271996Kasama17）13

Survived（－）Perforation of colon diverticulumF501997Taguchi18）14

Survived（－）Rupture of ileal artery aneurysmM491998Our case15

※ : Preoperative diagnosis of Ehlers-Danlos syndrome type�

以上，外科でこのような疾患を取り扱う場合，すで

に診断がついている例が多いと思われるが，なかには

自験例のごとく診断がついていないこともあるので，

消化器外科医もEhlers-Danlos 症候群という疾患の存

在を知っておく必要があると考え報告した．

本論文の要旨は第52回日本消化器外科学会総会において

発表した．

稿を終えるにあたり御校閲を賜った神戸大学医学部外科

学第 1講座 黒田嘉和教授に深謝いたします．
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A Case Report of Ehlers-Danlos Syndrome Type IV Complicating Ruptured Ileal Artery Aneurysm

Hirofumi Fujita, Kunio Uesaka and Shinichi Murao＊

Department of Surgery, Wadayama Hospital
＊Second Department of Pathology, Kobe University School of Medicine

Ehlers-Danlos syndrome（EDS）type IV, the so-called arterialecchymotic type, has a high incidence of
mortality because of arterial and bowel rupture. We report an extremely rare case of EDS type IV compli-
cated with massive intraperitoneal hemorrhage resulting from a ruptured aneurysm of the ileal artery. A 49-
year-old man suffering from right lower abdominal pain and diarrhea was admitted to the hospital. Intraperi-
toneal hemorrhage was detected by abdominal CT and paracentesis, and an emergent laparotomy was per-
formed. During laparotomy, a bleeding tumor 3.0cm in diameter was detected in the mesentery of the ileum.
Partial resection of the ileum was performed. A total of 1,144 ml of hematoma and hemorrhage was removed.
Histological investigation revealed that the bleeding tumor was a ruptured aneurysm of the ileal artery. The
patient was finally diagnosed as EDS type IV with an ileal artery aneurysm rupture causing intraperitoneal
hemorrhage because of aortic insufficiency, scoliosis, hyperextensible skin and hypermobile joints. He was
alive after the surgery without any further hemorrhagic complications. Thirty one cases of EDS type IV have
been reported in the Japanese literature. This is the first report of a curable case having a rupture of the ileal
artery and massive intraperitoneal hemorrhage.
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