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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1）死後冠状動脈造影（CAG）所見は，冠状動脈のfree　cavityを示し，血管内腔の拡張，狭窄，およ

び閉塞所見とよく対応していた．

　2）死後冠状動脈の超音波断層心エコー（2・Decho）検査で血栓および器質化病変のない動脈瘤は鮮明

な動脈瘤様echo－free　spaceを呈した．

　3）血栓あるいは器質化病変により完全閉塞または部分閉塞した動脈瘤部も動脈瘤様echo－free　space

を呈した．内部に血栓あるいは器質化病変を示唆するechoがみられたが，完全閉塞であるか部分閉塞で

あるかの判定は困難であった．

　4）CAGは，狭窄病変の検出に重要であり内腔の状態を反映していた．2・D　echo所見の動脈瘤様echo－

free　spaceは血栓，器質化病変および内腔を含む動脈瘤全体を示した．

　　　　　　　　　　　序

　川崎病が1967年川崎富作博士によって報告されて以

来1），川崎病の心血管病変に関して臨床病理学的に多

くの検討がなされてきた2）～5）．

　川崎病患児の10～20％に冠状動脈瘤が生じると報告

されており6），冠状動脈病変に関しては超音波断層心

エコー （2－Decho）検査が，特に川崎病初期および長
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期の経過観察に重要な方法として用いられている．し

かし，最近2・Dechoで動脈瘤が認められるにもかかわ

らず，冠状動脈造影（CAG）所見では動脈瘤所見のな

い症例が報告されている7｝8）．

　本研究の目的は，川崎病剖検心を対象として死後2－

Decho所見，死後CAG所見および冠状動脈輪切り肉

眼所見を比較検討し2－Dechoにおけるfalse－positive

の原因を解明することである．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は川崎病剖検心8例（年齢：5ヵ月から11歳，
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　　　図1　死後冠状動脈造影所見（A）と肉眼所見（B）との対応．

症例は川崎病発病後49病日目に心筋梗塞で死亡した11ヵ月男児である．左回旋枝は

血栓で完全閉塞しているので（A）の写真には写っていない．RCA＝右冠状動脈：

LAD＝左冠状動脈前ド行枝；CX＝左回旋枝；D＝対角枝

男：5例，女：3例，49病日から5年1ヵ月）を用い
た．

　剖検時，ゼラチンを加えたバリウムを左・右冠状動

脈開口部より注入し，超軟X線（ソフテックスCMB－

2）を用いて，死後CAGをおこなった．

　ホルマリン固定後，左・右冠状動脈開口部より，約

1cm間隔で輪切りにし，肉眼的観察をおこなった．

　2－Decho検査は，36～37℃の温水中でおこない，対

象はプローベより約4cmのところに位置した．2－D

echo装置はモデル770－20A　Hewlett　packard，5MHz

medium　focused　transducerを用いた．

　2’Decho検査には剖検心8例より，1）血栓形成お

よび器質化病変のない動脈瘤部，2）血栓で完全閉塞ま

たは部分閉塞した動脈瘤部，3）器質化により完全閉塞

または部分閉塞した動脈瘤部を各々5～10ヵ所ずつ選

んで切り出した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）死後冠状動脈造影所見と肉眼所見

　川崎病発病後49病日に心筋梗塞で死亡した11ヵ月男

児の剖検時のCAG写真と冠状動脈の肉眼的所見を図

1に示す．造影剤は内腔を充満しており，CAG所見は

血管内腔の拡張，狭窄，および閉塞所見とよく対応し

ていた．

　2．血栓形成および器質化病変のない動脈瘤

　肉眼的に血栓形成および器質化病変のみられなかっ

た動脈瘤では2－Dechoで鮮明な動脈瘤様のecho－free

A

lcm

　　　　図2　肉眼所見および2－Decho

A：血栓および器質化病変のない動脈瘤．B：Aの2－

Decho．円形のecho－free　spaceがみられる．
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　　　　図3　肉眼所見および2－Decho

A：lnL栓て完全閉塞さ］iた動脈瘤．　B＆C：Aの2－D

echo．ドJ形のecho・free　spaceがなえる．内剖；にlflL栓

を小唆するechoがある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡
　　　　図4　肉眼所見および2・Decho

A：器質化病変により完全閉塞した動脈瘤，B＆C：

Aの2－Decho．　echo－free　space内に器質化病変を示

唆するlow　rangeのechoがなえる．

spaceカミ’1・kらオltこ　「LX］2　戊．

　3川IIL栓で完全閉塞または部分閉塞した動脈瘤

　血栓で完全閉塞または部分閉塞した動脈瘤も2－D

echoてはecho－free　spaceとして動脈瘤所見を呈し

た．Lかし，内部に血栓を示唆するecho所見がなられ

た（図3）．lil栓を示唆するエコー所見はecho　range

の調節によ・）て図3B＆Cに示す様に差異が互られ
た．

　4＞器質化により完全閉塞または部分閉塞した動脈

瘤部
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　器質化により完全閉塞した動脈瘤，あるいは内腔拡

張はないが著明な壁の肥厚がみられた動脈瘤では，2・

Dechoで動脈瘤様echo－free　spaceを呈した．　echo・

free　space内に器質化を示唆するecho所見が見られ

たが，echo　rangeの調節によって図4B＆Cのよう

な相違があった．

　　　　　　　　　　考　　察

　1979年Yoshikawa9），　Hiraishil°），　Yoshidall）等に

よって，川崎病患児における冠状動脈瘤の有無の診断

が，2－Dechoで可能であるとの報告以来，2－D　echoは

川崎病初期の診断および長期にわたる経過観察の方法

として重要であり，広く用いられている．しかし，近

年高橋7），中谷8）等の報告をはじめとしてFalse　Posi’

tiveの報告がなされてきた．中谷8）等によるとCAGで

異常を認め，1年後に再CAGを施行した137例のう

ち，LCAについてみると37例に再CAGに動脈瘤を認

めなくなったが，2・Dechoで動脈瘤が存在すると判断

された例が45．9％あり，RCAについては同様な例が

29％あったという．また，中谷等はCAG上狭窄病変の

存在した22例中6例に2・D　echoで冠動脈瘤様echo－

free　spaceを認めたと報告している．

　本研究に用いた冠状動脈瘤は死後ホルマリン固定後

のものであるために，生前と異なっている可能性があ

る．この問題を明らかにするためにホルマリン固定前

後において冠動脈ならびに血栓の2・Decho所見がど

の様に異なるかを検討した12）13｝．その結果，ホルマリン

固定後，エコー輝度の増強等はみられたが，動脈瘤な

らびに血栓の検出において基本的に差異はなかっ
た12）13）◆

　血栓または器質化病変で完全閉塞または部分閉塞し

た動脈瘤et2・D　echoで動脈瘤様のecho－free　spaceを

呈したが，echo－free　space内に血栓または器質化を示

唆するechoがみられた．しかし，このecho所見より

完全閉塞であるか部分閉塞であるかの判断は困難で

あった．エコーで血栓の中央部が抜けてみえる理由は

エコーが音響学的特性によって作られる像であり，心

室壁等厚い部分の中央部が抜けて見えることと同様の

機序と思われる．また，エコー所見はエコー装置の種

類および操作の仕方で差異があることに注意すべきで

ある．

　我々の結果から中谷等8）の臨床上の報告でCAGで

動脈瘤が認められなかったか，狭窄病変がみられたに

もかかわらず，2－Dechoで動脈瘤様所見の得られた症

例は血栓または器質化病変により内腔が狭少化してい

日本小児循環器学会雑誌　第2巻　第2号

るが動脈瘤全体は小さくなっていない動脈瘤と考えら

れた．また，2－Decho，　CAGで共に動脈瘤所見のなく

なった症例は内腔の狭少化とともに動脈瘤全体も小さ

くなっていると示唆された．

　以上よりCAGは狭窄病変の検出に重要であり内腔

の状態をよく反映している．2’D　echo上の動脈瘤様

echo・free　spaceは動脈瘤の内腔のみでなく，血栓およ

び器質化病変を含む動脈瘤全体を示すと考えられた．

このようなCAGと2－D　echo検査の各々の長所と限界

を認識することは臨床的に重要なことである．

　本研究の要旨は第21回日本小児循環器学会で発表した．

　本研究は，一部京都女子大学研究助成および厚生省川崎

病研究班の援助をうけた．
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　　　Angiography　of　Patients　with　Kawasaki　Disease－Clinicopathologic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Study　of　Coronary　Aneurysms一

Takako　Fujiwara，　Hisayoshi　Fujiwara，　Tadashi　Ueda，　Kenya　Nishioka，

　　　　　　　　　　　　Jyouji　Shimizu　and　Yoshihiro　Hamashima

　　　To　assess　why　the　results　of　2－dimensional（2－D）echocardiography（echo）for　coronary　aneurysm　in

patients　with　Kawasaki　disease　differed　from　those　of　cineangiography，　we　compared　the　macroscopic，

postmortem，　angiographic　and　2－D　echocardiographic　findings　of　25　coronary　aneurysm　sections　of　8

autopsied　hearts　of　infants　and　children　with　Kawasaki　disease．　Postmortem　angiography　gave　findings

reflecting　only　free　cavity　of　the　coronary　aneurysm，　In　the　aneurysms　with　no　large　thrombus，

organization，　or　marked　thickening　of　the　arterial　wall，　the　2・D　echo　gave　an　echo－free　space　with　a

clearly　defined　boundary．　In　aneurysm　with　complete　or　incomplete　occlusion　of　the　dilated　cavity　due　to

thrombi，organization，　and／or　marked　thickening　of　arterial　wall，　the　2－D　echo　also　disclosed　an　echo－free

space　representing　the　original　aneurysm，　in　which　some　materials　suggesting　thrombi　or　organization

were　found．　But　it　did　not　show　whether　the　aneurysm　was　occlusive　or　not．　Angiography　is　suitable　for

detecting　the　free　cavity　of　aneurysm，　but　not　the　original　aneurysm　with　thrombi，　organization，　and／or

marked　thickening　of　the　arterial　wall．　The　2－D　echo　revealed　the　original　aneurysm，　even　if　aneurysm

was　occluded　completely，　but　did　not　reveal　whether　the　coronary　aneurysm　was　obstructive　or　not．　It　is

clinically　important　to　know　these　limitations　of　angiography　and　2－D　echo．
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