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小児冠状動脈瘤の3剖検例

一川崎病既往を有しない症例を中心として一

　　東邦大学医学部付属大橋病院病理学研究室
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病の既往がないにもかかわらず冠状動脈瘤の形成を認め，組織学的にも川崎病のそれとの鑑別が

極めて困難であった3剖検例について報告した．3例に共通する所見として，左右冠状動脈起始部から

始まり，均等かつ遠心性の風船状拡張を呈する動脈瘤の形成がある．組織学的に，動脈瘤部では細胞線

維性の内膜肥厚，内弾性板の破壊，中膜非薄化，外膜の線維増生等の変化がみられ，血栓性閉塞部では

石灰化やヘモジデリン貧食組織球の出現に加え，良好な再疎通像を認めた．また，局所かつ軽度の小円

形細胞浸潤はみられたものの，いずれの症例にも急性炎症像は認められなかった．これら変化は川崎病

後遺病変と極めて類似しており，少なくとも冠状動脈変化のみで川崎病と鑑別することは不可能と思わ

れた．しかし，川崎病の診断は臨床症状によってなされるものであり，今回の症例とは区別すべきで，

今後これら川崎病類縁疾患の位置付けについて検討して行く必要があると考えられた．

　　　　　　　　　1．はじめに

　最近流行はみられないものの，現在でも毎年5

～ 6，000例の発生を見ている川崎病Dも，検査法や治療

法の進歩により，その急性期致命率は0．1％に低下して

きている2）．また，本症が発見されてから既に約30年が

経過していることとを考え合わせれぽ，川崎病は小児

科のみでなく内科疾患にもなりつつあると言えよう．

事実，幼小児期に川崎病に罹患し，青少年期に冠状動

脈瘤の存在が死因にかかわったと思われる突然死例が

報告されるようになり3）4），川崎病後遺病変は新たな問

題を提起することとなった．

　今回，我々は川崎病を側面から理解するため，川崎

病の既往がないにもかかわらず急激に死への転帰をと

り，剖検にて冠状動脈瘤を認め，組織学的にも川崎病

のそれとの鑑別が極めて困難であった3症例について

報告したい．

　　　　　　　　　II．症例呈示

　症例1二9ヵ月，男児．

　経過：これまで全く普通に生活していたが，ある朝

突然うんうん言いながらころげまわる．顔色不良にて，
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救急室搬送時には既に意識消失，皮膚蒼白．約5分後，

呼吸停止，心音停止し蘇生に反応なく死亡した，

　剖検所見：心重量は70g．肉眼的に心外表は平滑で

著変をみない．割面にて，左室前壁中隔，心内膜側を

中心とし帯状白色調の線維化巣を認めた．左冠状動脈

には起始部から1．5cm径，2．5cm長の嚢状動脈瘤を形

成していた．前下行枝分岐部にも0．5cm径，回旋枝分

岐部には外径0．4×0．3cmの動脈瘤をみ，内腔は一部

でほぼ完全に閉塞していた．一方，右冠状動脈にも起

始部から生じる最大径0．6×0．5cm，1．Ocm長の動脈瘤

を認めた．組織学的に，内腔は器質化しつつある血栓

によってほぼ完全に閉塞していた．この中には著明な

石灰化巣を認め，ヘモジデリンを貧食した組織球が出

現する．再疎通血管周囲には新生内弾性板ともいうべ

き弾性線維が出現していた．本来の内弾性板は断裂あ

るいは消失し，中膜の菲薄化は著しく，一部の平滑筋

細胞は消失する．外膜には線維の増生を認めた（写真

1ab）．

　尚，本例は心のみ検索し得た．

　症例2：15歳，女子高校生，

　経過：既往歴としてアトピー性皮膚炎（1歳），気管

支喘息（10歳）を有するが，高校入学後は特に問題な

く生活していた．体育も普通に行い，胸痛や動悸など
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写真1　a：症例1．右冠状動脈病変（EvG染色，×1）．　b

　再疎通血管（HE染色，×200）．
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症例2．冠状動脈病変肉眼像

を経験したことはない．高校の心臓検診でも胸部X線

写真や心電図検査で異常を指摘されたことはない．校

内運動会の際，1，000m走中に胸部不快感が出現しう

ずくまる．この時，胸痛の訴えはない．しぼらく休息

し軽快したのでフォークダンスに参加したところ突然

倒れた．救急車にて病院へ搬送されたが，蘇生に反応

せず死亡した．本症例の臨床的側面については渡部5）

が報告している．

　剖検所見：心重量は250g．肉眼的に心房，心室に形

態異常はないが，割面にて左室前・後壁，中隔に大小

の線維化巣が散在する．左冠状動脈には起始部から前

下行枝にかけて3cm長，回旋枝には1．2cm長の動脈瘤

の形成をみ，右冠状動脈にも6cm以上の長さの念珠状

の動脈瘤をみた．これら動脈瘤は割面にて最大2cm径

に達していた（写真2）．組織学的に，均等かつ遠心性

に拡張する嚢状動脈瘤であり，内腔は新旧混在する血

栓でほぼ完全に閉塞していた．動脈瘤部の内膜には不

規則な細胞線維性肥厚をみ，局所的な軽度のリソパ球

浸潤を伴う，さらに，硝子化に陥った内膜の内腔側に

は泡沫細胞の小集族巣を認めた（写真3）．また，肥厚
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写真3　症例2．肥厚内膜中に出現していた泡沫細胞

　の集族（HE染色，×200）
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写真4　症例2．右冠状動脈のいわゆる動脈内動脈構

　造（EvG染色，×1）

内膜には帯状のフィブリンの浸淫や新生小血管の増生

も伴っていた．一方，血栓性閉塞部ではヘモジデリン

を有する組織球が出現し，再疎通を来たした血管には

新生内弾性板様構造とその周囲に平滑筋細胞が配列す

る，いわゆる動脈内動脈構造を呈する（写真4）．内弾

性板は断裂・消失し，中膜は著明な菲薄化を示してい

た．外膜には膠原線維の増生をみた．尚，本症例の全

身の病理学的所見に関しては，当研究室の安藤ら6）が

既にその概略を報告しているが，他部位血管に病変は

見いだしていない．

　症例3：16歳，男性．

　経過：発育遅延を7歳で，肝・脾腫を9歳から認め

ている．10歳時，血尿・蛋白尿を認め生検にて間質性

腎炎，慢性活動性肝炎の診断を受ける．WaR陰性．　RA

陽性．γ・gl高値．代謝異常諸検査は陰性．15歳時，上

腹部痛と発熱を繰り返す．末期には吐血，下血を認め

た．

　剖検所見：心重量250g．肉眼的に左室の肥大拡張を

み，心内膜側を中心とした大小線維化巣が散在．左冠

状動脈は，起始部より前下行枝へ2．5×1．3cm径，6．5

cm長の動脈瘤を形成する他，左回旋枝，さらには右冠

状動脈にも巨大動脈瘤が存在していた．これら動脈瘤

は，いずれも血栓により閉塞していた．組織学的に，

新旧混在する血栓を伴う冠状動脈瘤部の内膜は硝子化

に陥っていた．また，局所かつ軽度のリンパ球浸潤と

内腔側の新生弾性線維や泡沫細胞の出現，内膜深層の

cholesterin　cleftをみた．内・外弾性板は断裂あるいは

消失し，中膜は菲薄化著明で平滑筋細胞の消失がめ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繋1繁1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嬢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　癖癬∨

写真5　a：症例3．左冠状動脈回旋枝の動脈瘤（EvG染色，×1）．　b：同一病変拡大．

　肥厚内膜中のcholesterin　cleftと泡沫細胞（HE染色，×100）
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だった．尚，外膜には線維組織の増生を伴っていた（写

真5ab）．非冠状動脈瘤部では，細胞線維性内膜肥厚，

ヘモジデリンを有する組織球の出現，限局性石灰化な

どの変化を呈していた．

　また，本例では冠状動脈の他，大動脈，腸骨動脈，

肺動脈，肝動脈，腎動脈にも動脈瘤を認め，さらに腎

では実質内動脈に病変を伴っていた．これらは組織学

的に冠状動脈と同様の変化を呈していた．

　　　　　　　　　III．考　　察

　冠状動脈瘤の報告例は，Bougon7）以来数百例にのぼ

るが，青少年及び小児の冠状動脈瘤は元来極めて少な

かった．ところが，川崎病が報告されてから決して稀

な病変ではなくなり，小児の冠状動脈疾患中に川崎病

が占める割合は非常に高いと言わねぽならない．その

一方で，今回の報告の様に川崎病の既往がないという

事が明らかであるにもかかわらず，冠状動脈瘤を形成

する例が存在する．これら冠状動脈瘤形成症例を詳細

に検討し，川崎病冠状動脈病変との異同を検討するこ

とは，川崎病の冠状動脈病変を理解する上で極めて重

要な意味をもつといえよう．

　今回の3例に共通するのは，いずれも冠状動脈起始

部から始まる巨大動脈瘤を形成していたことである．

これらの動脈瘤は，川崎病と同様，均等かつ遠心性の

風船状拡張であり，内腔には新旧混在する血栓を形成

する．内膜には細胞線維性肥厚をみ，石灰化や軽度の

限局性小円形細胞浸潤を伴う．内弾性板は断裂・消失

し，中膜の菲薄化と外膜の線維増生等を認める．しか

し，いずれの病変にも急性炎症像はみられない．

　これら3例の冠状動脈変化を表1にまとめ，立体構

築が可能であった症例1及び症例2については冠状動

脈病変を模式図で表した．また，我々がこれまでに検

索してきた川崎病剖検例において確認されている変化

を（＋）として記載した．表1に示す如く，川崎病剖

検例の陳旧期冠状動脈病変でもcholesterin　cleft以外

表1　各症例における冠状動脈病変

症例1 症例2 症例3 川崎病症例
9カ月、男児 15歳、女子 16歳、男子

冠状動脈病変
【肉眼所見】

過
（＋） （＋） （＋） （＋）

LCA LHT～しAD：2．5c閑長 しHT～LAD：3．Oc聞長 団T～LAD：6．5c而長
LCX：2．Oc煩長 LCX：1．2c田長 LCX：？

RCA RCA～　　：LOcm長 RCA～　　：6．Oc頂長 RCA～　　　：？

【組織所見】

唖血栓 （＋） （＋） （＋） （＋）

雌壁硝子化 （＋） （＋） （＋） （＋）

細胞線維性内膜肥厚 （＋） （＋） （＋） （＋）

小円形細胞浸潤 （＋） （＋） （＋） （＋）

再疎通像 （＋） （＋） （＋） （＋）

新生内弾性板 （＋） （＋） （＋） （＋）

ヘモジデリン （＋） （＋） （＋） （＋）

限局性石灰化 （＋） （＋） （＋） （＋）

泡沫細胞 （一） （＋） （＋） （＋）

Cholesterln　c｜eft （一） （一） （＋） （一）

内弾性板断裂・消失 （＋） （＋） （＋） （＋）

醜　菲蒲化 （＋） （＋） （＋） （＋）

平滑筋細胞消失 （＋） （＋） （＋） （＋）

腿　膠原線維増生 （＋） （＋） （＋） （＋）

←←＿一一一，一．一，一一■≡一≡…．・一一一一一一←・■
・　ウ　・　，　一　一　一　一　■　■　●　勾　一　・　一　一　一　一　一　・　，　’　． ・　　．　　一　　一　　≡　　一　　，　　一　　一　　A　　一　　・　　’　　A　　’　　●　　■　　≡　　・　　．　　“　　一 一一A－一≡■一．．’・・…一一一一一一

●　　“　　●　　■　　－　　s　　－　　一　　≡　　一　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　．　　一　　一　　一　　一　　一　　一

他臓器血管病変 ？ （一） （＋） （＋）

’ これまて川崎病剖検例において確認し得た所見を（＋）て示す。

卜
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の変化が観察されており，冠状動脈病変のみで川崎病

罹患による後遺病変と鑑別することは不可能といえよ

う．しかし，冠状動脈以外の諸動脈病変に目をむける

と，川崎病でも全身の諸動脈に病変を伴うことがある

が，症例3の様に大動脈や肺動脈，肝動脈に動脈瘤を

形成することは極めて稀で，かつ，腎をはじめとする

実質臓器内の動脈に病変を伴うことはまずない．この

様に全身の諸動脈病変を検索し，その分布を比較検討

することで川崎病との鑑別が可能な場合もあり得る．

　次に，これら病変は，その組織像から川崎病と同様，

かつて何等かの程度の動脈炎が存在し，その結果招来

された変化と考えるのが最も妥当であろう．特に，症

例3は発地ら8）の動脈病変の成立に薬剤アレルギーと

の関連が深く示唆された報告例と類似する病変分布並

びに組織学的変化を呈しているように思われる．しか

し，急性炎症期に観察することが出来たならぽ各種疾

患に特徴的な所見を捉えることが可能な場合もあろう

が，今回のような癩痕像ともいえる血管変化のみで原

疾患を推定することは極めて困難であり，従ってあま

り無理な推測をせずに所見のみをとどめておく方が良

いと考えた．

　一方，小児期に好発し冠状動脈を侵す疾患について

は，増田ら9）が梅毒性，解離性そして奇形を伴う冠状動

脈瘤を除く1846年以降の96例を文献的に検索し，それ

ら症例と川崎病との関連について言及している．それ

によれぽ，「川崎病以外の小児冠状動脈瘤は乳児結節性

動脈周囲炎（IPN），先天性冠状動脈瘤（CCA）等とし

て報告されているものが多いが，その診断は確固たる

病因に従ってなされたものではなく，多分に年齢を考

慮してなされたと思われる例が多い．例えば，IPNは

乳幼児で汎冠状動脈炎を伴った症例に対しつけられ，

CCAは原因の明らかでない冠状動脈瘤が若年者ある

いは小児にみられ，動脈炎の存在が明らかでなかった

場合に用いられた名称と考えることもできる．」と述べ

ている．この様に，冠状動脈瘤形成疾患の多くは病因

が不明で，かつ疾患概念が明確でないこと等から，さ

まざまな診断名がつけられている可能性がある．すな

わち，今回我々が経験した様な症例も，CCAとして報

告されたり，場合によっては川崎病後遺病変として報

告される可能性さえある．しかし，ここで最も大切な

のは川崎病は臨床症状によって診断されるべきもの

で，その病理診断は臨床診断の基で初めてなされると

いうことである．従って，今回のような川崎病既往の

ない症例と川崎病とは区別して考えるべきと思われ
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る．だが，川崎病とその類縁あるいは周辺疾患とも呼

ぶべき疾患との相互関係については，いまだ整理され

たものはなく，今後症例を重ね，各症例がどの様な疾

患として位置付けられるべきか慎重に検討し，明らか

にして行かねばならない，一方，川崎病罹患児が内科

を受診する年齢になり，本人がその既往を十分に把握

していない場合には，川崎病でさえも別の疾患として

診断・報告されることもあり得る．小児あるいは青少

年期の冠状動脈瘤を見いだした際には，家族，特に両

親から川崎病既往の有無を詳細に聞き出す必要があ

り，また，症例3の様に他臓器血管病変の検索が川崎

病との鑑別の手がかりになることもあると思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　川崎病既往のない3冠状動脈瘤形成剖検例について

病理組織学的所見を中心に報告した．これら3症例に

みられた冠状動脈変化は，いずれも陳旧期川崎病剖検

例のそれと極めて類似しており，少なくとも冠状動脈

病変のみで川崎病と鑑別することは不可能と思われ

た．しかし，川崎病の診断は臨床症状を充分に考慮し

た上でなされるべきもので，これら症例とは一線を画

す必要があると考えられた．

　本稿の要旨は第25回日本小児循環器学会総会（1989年7

月，久留米）において発表した，

　謝辞：本稿を終えるにあたり貴重な剖検材料を快く恵与

下さいました山口大学医学部病理学ng－一講座　内野文彌教

授，福井県立成人病センター研究部　土井下建治部長，そし

て富山市民病院中央研究部病理　高柳9立先生に深謝致し

ます．

　尚，本研究の一部は厚生省心身障害研究・乳幼児における

原因不明疾患に関する研究r川崎病に関する研究班」（分担

研究者：川崎富作），厚生省特定疾患「系統的脈管障害調査

研究班」（班長：三島好雄），並びに東邦大学医学部平成元年

度プPジェクト（1－33）の研究費によって遂行されたもので

ある．
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3Autopsy　Cases　of　Coronary　Aneurysms　Seen　in　Children　without　the

　　　　　　　　　　　　　　　　History　of　Kawasaki　Disease

　　　　　　　　　Kei　Takahashi，　Akira　Asaji　and　Shiro　Naoe

Department　of　Pathology，　Ohashi　Hospital，　Toho　University　School　of　Medicine

　　　We　reported　three　autopsy　cases　in　which　coronary　aneurysms　were　developed，　in　spite　of　the

absence　of　the　history　of　Kawasaki　Disease（KD）．

　　　Three　cases　had　common　characteristic　changes，　that　is，　they　all　had　giant　coronary　aneurysms

which　occurred　in　the　proximal　portion　of　each　coronary　arteries．　These　aneurysms　showed　equal　and

centrifugal　expansion，　which　could　be　called“ballooning　expansion”．　Histological　findings　at　the　site

of　aneurysms　were　fibro－cellular　thickening　of　the　intima，　fragmentation　of　the　internal　elastic　lamina，

medial　thinning　and　fibrous　proliferation　in　the　adventitia．　At　where　the　thrombotic　occlusion

occurred，　in　addition　to　calcification　and　the　appearance　of　hemosiderin　laden　macrophages，　good

recanalization　was　observed．　Although　focal　and　mild　small　round　cell　infiltration　were　seen　in　the

arterial　wall，　there　were　no　acute　inflammatory　figures　in　ali　lesions．

　　　These　changes　mentioned　above　closely　resembled　to　those　seen　in　the　coronary　arterial　lesions　at

the　obsolete　stage　of　KD．　There　fore，　it　seemed　impossible　to　distinguish　these　cases　from　KD　only　by

histological　findings　of　the　coronary　arterial　lesions．　However，　because　KD　should　be　diagnosed　by

clinical　sympton，　these　cases　must　be　kept　separated　from　KD．　This　has　led　us　to　think　that　it　will　be

necessary　to　discuss　further　the　relationship　between　KD　and　these　cases．
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