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　川崎病既往児319例の大動脈脈波速度（PWV）を非侵襲的方法で835回測定し，川崎病罹患後の動脈硬

化に関する検討を行った．発症時年齢（平均±SD）は2．0±1，9歳（範囲1ヵ月～12歳10ヵ月），検査時発

症後年数は1ヵ月～15年4ヵ月であった．PWVは発症後数年間は高値，即ち動脈硬化パターンを呈し，

特に低年齢発症例，冠動脈病変合併例でこの傾向が強くみられた．PWVは発症後年数の経過と共に徐々

に低下し，発症後5年以降では発症時年齢の差や冠動脈病変の有無にかかわらず，ほぼ正常平均値を呈

していた．今回の検討では，川崎病既往児の動脈壁弾性は発症後数年以降には正常域にあり，動脈硬化

症への進展を示唆する結果は得られなかった．しかし，一部の症例では発症後10年を経過してもPWV

が高値を呈しており，更に検討，観察をしなけれぽならないと考えられた．発症後早期のPWV高値の

原因のひとつとして急性期血管炎の影響が推察された．

　　　　　　　　　　はじめに

　川崎病1）が初めて報告されて以来，20余年が経過し

た．患者数も8万人を越え2），既に成人に達した者も存

在する．急性期の心合併症や発症後ある程度までの期

間に関する予後はかなり解明されてきているが，更に

長期的な予後に関しては今後の調査，研究を待たなけ

れぽならない．現在までのところ，急性期に心臓後遺

症を残さなかった例では，その後に新たな障害が出現

することはなさそうであるが，全身の血管炎が川崎病

の本態である以上，動脈硬化症への進展の危険性は川

崎病既往児全員にあり，それを指摘する報告3ト8）も散

見される．

　今回，我々は動脈硬化の際に高値を示すとされる大

動脈脈波速度（aortic　pulse　wave　velocity，以下

PWV）を川崎病既往児において測定し，川崎病罹患後

の動脈硬化に関する検討を行ったので報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は昭和47年3月から63年3月までに発症した典

型的川崎病既往児319例で，再発例は今回の対象から除
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外した．男女比は1．4：1，発症時年齢（平均±SD）は

2．0±1．9歳（範囲2ヵ月一一　12歳10ヵ月），検査時発症後

年数は3．8±2．6年（1カ、月～15年4ヵ月），検査時年齢

は5．8±3．1（6ヵ月～17歳0ヵ月）であった．PWVの

測定は昭和56年7月から63年5月までに施行し，測定

回数は835回であった．

　PWVは大動脈弁口部から左大腿動脈拍動部までの

平均脈波速度で，同時記録した心音図（phonocardio－

gram），頚動脈波（carotid　pulse　tracing），大腿動脈

波（fomoral　pulse　tracing）から自動解析装置（フク

ダ電子製MCG－400）を用い，以下のようにして求めた

（図1）．大動脈弁口部から左大腿動脈拍動部までの距

離は胸骨右縁第II肋間と左大腿動脈拍動部位の直線距

離（D）に解剖学的補正値1．3を乗じて求められ，Dを

自動解析装置に入力する．大動脈弁口部から左大腿動

脈拍動部までの脈波伝播時間は，心音図大動脈成分と

頚動脈波切痕の時間的差異（Tc）と頚動脈波と大腿動

脈波の立ち上がりの時間的差異（T）の合計として求め

られ，心電図Q波の後の7秒間に記録された心音図，

頚動脈波，大腿動脈波から自動解析装置により計測さ

れる．以上からPWVはD×1．3／（Tc＋T）として算

出される．更に，PWV測定時の拡張期血圧を入力し，
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図1　Method　for　measurement　of　PWV

表　Mean　and　upper　limit　of　normal　value　of

　PWV　corresponding　to　age

Age
（year） n Mean±SD

（m／sec）
UpPer　limit　of　normal
　　　　（m／sec）

0～4

5～9
10～14

15～19

　5

68

153

183

4．7±0．4

5．1±0．5

5．2±0．5

5．5±0．6

5．5

6．1

62
6．7

Upper　limit　of　norma1＝Mean十2SD

プログラムに組み込1まれた圧補正表により一律標準圧

80mmHg時のPWV値に換算する．これにより同一症

例の経時的変化や多数例の同時比較が可能になる．詳

細は長谷川ら9）により，既に報告されているので参照

されたい．

　得られた測定結果から，発症時年齢別によるPWV

の差，30病日の拡張性冠動脈病変の有無によるPWV

の差を経時的に検討した．

　PWVの正常値は当院中央検査第III部が作成したも

の（表）を用い，その平均＋2SD（以下正常上限値）に

対する百分率で表現した．即ち100％が正常上限値とな

る．また正常平均値を同様の方法で表現した場合，各

年齢とも約85％となった．

　統計学的処理はt検定にて行い，危険率5％未満を

有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．発症時年齢別によるPWV

　対象を発症時年齢により，1歳未満，1～3歳，4

～ 6歳，7歳以上の4群に分けた．測定時期は発症後

2ヵ月以内，3～6ヵ月，7ヵ月～1年，以後1年毎

に10年までとそれ以上の13に区分した．詳細は図2に

示す如くで，発症後2ヵ月以内では発症時年齢が低い

ほどPWVが高く，発症時年齢7歳以上の群を除いて

は各群とも正常平均値を上まわっていた．特に1歳未

241－（19）
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図2　PWV　compared　according　to　age　of　onset

　and　time　after　onset

満発症群では111．3±9．0％（平均±SD）と正常上限値

を越えていた．発症時年齢が6歳以下の各群では，そ

の後PWVは徐々に正常平均値に近づき，4～6歳発

症群で発症後1年，1～3歳発症群で発症後4年，1

歳未満発症群で発症後5年と発症時年齢が低いほど正

常平均値を呈するまでに長期間がかかっていた．7歳

以上で発症した群では発症後年数に関係なく，ほぼ正

常平均値を呈していた．各PWV値は，1歳未満発症

例では，それ以上の年齢発症例と発症後4年目まで（発

症後2ヵ月以内：p＜0．05対1～3歳発症例，発症後

7ヵ月～1年：p＜0．05対1～3歳発症例，p＜0．01対

4～6歳発症例，発症後2年：p〈0．01対4～6歳発

症例，p〈O．05対7歳以上発症例，発症後3年：p〈

0．05対1～3歳発症例，発症後4年：p＜0．01対1

～ 3歳発症例），1～3歳発症例では，それ以上の年齢

発症例と発症後2年目まで（発症後1年：p＜0．01対

4～6発症例，発症後2年：p＜0．01対4～6歳発症

例，p〈0．05対7歳以上発症例）有意差を認めることが

多かった．個々の症例をみた場合，川崎病発症後約10

年を経過してもPWVがほぼ正常上限値またはそれ

以上を呈している症例が少数ではあるが各発症時年齢

群に存在していた．

　2．冠動脈病変の有無によるPWV

　断層心エコー検査により30病日の冠動脈病変の検索

をし得た205例，457回の測定結果を用いた．冠動脈病

変合併群は42例（20．5％），冠動脈正常群は163例で，

男女比は各々2．5：1，1．3：1，発症時年齢（平均±

SD）は1．3±0．9歳，1．5±09歳と両群間に有意差はな

かった．ここでもPWVの測定時期は先と同様に分け

たが，冠動脈病変合併群では最長で発症後5．9年，冠動

脈正常群では7．8年であった．詳細は図3に示す如く
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図3　PWV　compared　according　to　coronary　arte・

　rial　involvement　and　time　after　onset

で，冠動脈病変合併群では冠動脈正常群に比し発症後

1年まではPWVが高い傾向にあった．特に冠動脈病

変合併群では発症後6ヵ月までは正常上限値を越えて

いた．2年目以降は両群とも同様の値を呈し，時間の

経過と共に徐々に正常平均値に近づき，発症後4～5

年でほぼ正常平均値を呈していた．しかし，何れの測

定時期でも両群間のPWV値には有意差は認めな
かった．

　　　　　　　　　　考　　案

　脈波の伝播には，循環側因子，血管側因子の様々な

影響が考えられるが，成人領域においては，生理的範

囲内の心拍出量，心拍数，血液粘調度では血管内圧と

血管壁弾性以外の因子は無視しうる9）とされている．

更に今回のように拡張期血圧を80mmHgに補正して

PWVを求めることにより，血管壁弾性が脈波の伝播

に与える影響をみることが可能となる9）．また，病理学

的所見との対比では大動脈内膜のatheromの増量や

石灰化，中膜弾力線維の主成分であるelastinの減量

に伴いPWVは高値を呈し，生物物理学的動脈硬化定

量診断法として有用である9｝とされている．

　川崎病では，病理学的に冠動脈を初めとする種々の

動脈での血管炎1°）一’12｝が報告されており，PWV測定に

影響を与える可能性のある大動脈1°）～12），頚動脈11）や腸

骨動脈1°）”－12）もその中に含まれている．川崎病にみられ

る冠動脈の血管炎は，急性期には増殖性動脈炎の像を

呈し，発症後約2ヵ月には肉芽組織，線維化を経て癩

痕化する13）とされている．また，川崎病発症後60日から

15年に他の原因で死亡した4剖検例全例の冠動脈に，

冠動脈の拡張性または狭窄性病変がないにもかかわら

ず，何らかの形での血管炎の癩痕が残存していた5）と

も報告されている．冠動脈以外の動脈に関しては，本

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第2号

質的には冠動脈の組織所見と大差はないとする報

告12），後遺病変は総腸骨動脈や大動脈にもみちれ，粥状

硬化症に由来する所見に類似する部分も多いとする報

告4｝がみられる．これらの病理学的報告から，川崎病罹

患後に大なり小なり残存する血管炎の影響がPWV

高値の原因のひとつではないかと推察された．

　また，臨床的に冠動脈病変発症の危険因子とされて

いる低年齢発症例14）Av　17）や病理学的に血管炎重症例と

されている冠動脈病変合併例18）でPWVがより高値を

呈していたことからも血管炎およびその重症度と

PWV高値の関連性が示唆されていると考えられた．

しかしPWV高値の持続は長くて発症後5年までで

あり，今回の検討成績では動脈硬化症への進展を示唆

する結果は得られなかった．但し，川崎病発症後約10

年を経過してもPWVが正常上限を越えている例が

少数ではあるが存在しており，その様な例に対しては

高脂血症など川崎病以外の動脈硬化因子の影響も考慮

し，更に検討，観察しなければならないと考えられた．

　冠動脈病変を含め川崎病の長期予後に関して結論が

出るには，この先数十年は必要であろう．急性期に冠

動脈病変を残さなかった児に関しても，将来的に動脈

硬化症や虚血性心疾患などへの易罹患性が出現するか

否かは十分に観察，検討されるべきであろう．今回は，

動脈硬化という見地から川崎病の長期予後に関して検

討を行ったが，他の方面からの幅広い検討も必要では

ないだろうか．

　最後に，今回のPWV測定に御協力を頂きました東邦大

学大森病院中央検査第III部の皆様に深謝致します．

　尚，本論文の要旨は第24回日本小児循環器学会総会（1988

年7月，東京）にて発表した．
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　　びIPNとの関連を中心に一．　Prog．　Med．，5：13，

　　1985．

Presented by Medical*Online



244－（22） 日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第2号

Noninvasive　Evaluation　of　Aortic　Pulse　Wave　Velocity　in　Patients

　　　　　　　　　　Having　Recovered　from　Kawasaki　Disease

Tetsurow　Umezawa，　Reiko　Hashiguchi，　Tsutomu　Saji　and　Norio　Matsuo

　　　The　First　Department　of　Pediatrics，　Toho　University　School　of　Medicine

　　　Aortic　pulse　wave　velocity（PW）is　known　to　be　reliable　clinical　indicator　of　arteriosclerosis．　PWV

is　directly　related　to　the　arterial　pressure　and　the　stiffness　of　large　arteries；in　patients　with　increased

atherom，calcification，or　reduction　of　elastin　of　the　arterial　wall，　PWV　is　almost　always　increased．　It　is

postulated　that　patients　who　recovered　from　Kawasaki　disease（KD）carry　a　possible　risk　of　developing

arteriosclerosis．　In　this　study，　we　measured　PWV　noninvasively　835　times　in　319　recovered　KD

patients　and　evaluated　the　arterial　wall　stiffness．

　　　PWV　was　measured　by　simultaneously　recorded　phonocardiogram，　caortid　pulse　tracing　and

femoral　pulse　tracing　as　the　mean　pulse　wave　velocity　from　the　aortic　valve　orifice　to　the　most

prominent　pulse　of　the　left　femoral　artery．　The　patients’age　at　onset　was　2．0±1．9　years（ranging　from

2　months　to　12．8　years）；the　male／female　ratio　was　1．4／1，the　time　at　examination　was　3．8±2．6　years

（ranging　from　l　month　to　15．3　years）from　the　onset，　and　the　age　at　examination　was　5．8±3．1　years

（ranging　from　6　months　to　17．O　years）．　PWV　continued　to　increase　over　the　mean　normal　value　for

several　years　after　onset；thereafter　it　gradually　decreased．　PWV　returned　to　the　mean　normal　value

within　5　years　after　onset　in　most　cases．　Patients　who　were　under　l　year　old　at　onset　or　who　had

coronary　arterial　involvement　had　a　propensity　to　show　more　elevated　PWV．　Moreover，　the　PWV　of

patients　who　were　under　l　year　old　at　onset　remained　to　elevate　for　longer　periods　than　in　those　who

were　over　2　years　old　at　onset．　It　is　said　that　severe　arteritis　is　recognized　in　patients　who　are　under　l

year　old　and　who　have　coronary　arterial　involvement　in　KD，　so　the　presence　of　arteritis　in　the　acute

phase　was　suggested　as　the　one　of　the　causes　of　increased　PWV．

　　　According　to　this　study，　we　concluded　that　the　PWV　of　patients　less　than　l　year　old　may　be

elevated　for　several　years　after　onset．　However，　most　patients　who　recovered　from　KD　do　not　seem　to

show　increased　PW　over　long　term　follow－up　periods；in　these　patients　arterial　stiffness　several　years

after　onset　was　normal．　However，　further　investigation　and　observation　are　needed．
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