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ドブタミン負荷心エコー法による川崎病冠動脈狭窄性病変の評価
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　ドブダミン負荷心エコー法（DSE）を川崎病冠動脈後遺症例（A群：9例，3～12歳，左冠動脈瘤2，

右冠動脈瘤2，両側冠動脈瘤5）及び冠動脈正常例（B群：14例，3～16歳）に施行し，冠動脈狭窄性

病変の評価に対する有用性を検討した．A群では1例を除く全例に左または右の狭窄性病変を合併して

いた．DSEは5μg／kg／minより開始し5μgずつ段階的に最大30μgまで増量し，安静時負荷時の心拍数，

血圧，二重積，心電図，左室駆出率及び大動脈最大血流速度の変化を検討した．さらに左室の各断面を

16分割し，負荷に伴う壁運動異常を視覚的に評価した．負荷の中止は新たな壁運動異常の出現，副反応

（頭痛，振戦，動悸，悪心など）の出現，重篤な不整脈の出現，心電図上ST低下2mm以上，血圧低下15

mmHg以上，予測心拍数の80％以上，ドブタミン負荷量30μgとした．両群ではこれら指標を比較し，冠

動脈病変と壁運動異常との関係を，さらにA群では心筋SPECTとの関係も比較検討した．ドブタミン

の最大負荷量（μg／kg／min）はA群B群各一ei　24　．4±5．1，24．2±2．5と差はなく，負荷に伴う症状は10例

（頭痛4，上室性期外収縮3，動悸2，嘔気1）に出現したが重篤な副反応はなかった．安静時，最大負

荷時の心拍数，血圧，二重積，左室駆出率及び大動脈最大血流速度は両群間で差がなく，負荷増量に伴

い有意（p〈0．01）に増加した．壁運動異常はA群の7例に出現し，左冠動脈に50％以上の狭窄または血

栓の存在が確認されている5例すべてに，また右冠動脈に90％以上の狭窄または閉塞を来している5例

中2例に病変部位に一致した壁運動異常を検出した．さらに，この内4例で心筋SPECTでの虚血検出

部位と壁運動異常部位との一致をみた．以上よりDSEは危険冠動脈の検出に鋭敏で，十分な運動負荷が

困難な小児例にとっても施行できる安全な負荷試験であると考えられる．

　　　　　　　　　はじめに

　負荷心エコー法は比較的新しい診断方法で，負荷に

より誘発された心筋虚血が局所の壁運動異常（Wall

motion　abnormality：WMA）を起こすことを心エ

コー 法にて検出し診断することを基本としている．最

近では負荷心エコー法による冠動脈疾患の診断は，十

分な鋭敏度，特異度をもって成人例で臨床応用されて
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いる1）～4）．しかし，小児例に対して負荷心エコー法を施

行し，その安全性や診断的価値について検討した報告

は現在まで見あたらない．今回，川崎病冠動脈後遺症

例及び冠動脈正常例にドブタミン負荷心エコー法

（Dobutamine　Stress　Echocardiography：DSE）を施

行し，冠動脈狭窄性病変に対する有用性を検討したの

で報告する．

　　　　　　　　対象及び方法

　対象は選択的冠動脈造影検査で冠動脈瘤が確認され

ているA群9例（男児7名，女児2名，年齢3～12歳，

平均7．7歳）と，冠動脈が正常なB群14例（男児12名，
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女児2名，年齢3～16歳，平均9．2歳）である．A群の

冠動脈病変は左冠動脈瘤2例（狭窄2例），右冠動脈瘤

2例（狭窄2例），両側冠動脈瘤5例（両側狭窄2例，

右閉塞2例，血栓形成2例，心筋梗塞合併1例）で，

1例を除く全例に左または右冠動脈の狭窄性病変を合

併していた．

　ドブタミン負荷の方法は肘静脈の血管を確保した

後，安静仰臥位にて12誘導心電図と自動血圧計（コー

リン社製STBP－680）を装着した．超音波断層心エコー

装置（東芝社製SSH・65AまたはSSH－140A）の2．5Mz

または3．75MzのプPt一ブを使用し，至適なエコーゲ

インの設定下に左室長軸断面，短軸断面，四腔断面及

び二腔断面を描出した．各断面をビデオテープに記録

し，収縮末期，拡張末期の静止画像を得て壁運動を検

討した．さらに超音波ドップラー法による大動脈最大

血流速度と左室駆出率を計測した．

　ドブタミンは5μg／kg／minより開始し，3分毎に5

μg／kgずつ増量し，最大30μg／kg／minまで増量した．

各段階での心拍数，血圧，二重積（Double　Product：

DP）と心電図変化を，また心エコー図での壁運動の変

化を安静時との対比で検討した．WMAはGibsonら5）

による左室16分割断面（図1）により視覚的にnor－

ma1，　hypokinetic，　akinetic，　dyskineticの4段階に評

価した，さらに負荷増量に伴う収縮期壁厚の増大及び

左室駆出率と大動脈最大血流速度の増大の有無も同時

に評価した．

　負荷中止基準は，新たなWMAの出現心電図上

ST低下2mm以上，胸痛の出現，収縮期血圧低下15

mmHg以上，副反応（悪心，興奮，頭痛，振戦，動悸，

悪寒など）の出現，重篤な不整脈の出現，予測心拍数

の80％以上，ドブタミソ最大負荷量30μg／kg／minとし

た．WMAの解釈は2名で行い，結果が一致しない場

合には第3者による判定を行った．

　両群でこれらドブタミン負荷に伴う循環指標の変

化，WMA出現の有無と冠動脈病変との関係を比較検

討した．さらにA群では以前より我々が施行している

ドブタミン負荷心筋SPECTの所見6）との関係も検討

した．選択的冠動脈造影，ドブタミン負荷心エコー法

及び負荷心筋SPECTの検査間隔はいずれも同一例で

1週間以内とした．

　両群間の平均値の差の検定は対標本の場合paired

t－testを，対標本でない場合にはstudent　t・testにて行

い，p＜0．05を有意とした．
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図1　左室16分割断面と冠動脈還流領域（文献13より

　一部改変）

　LAX：左室長軸断面，　SAX　PM：乳頭筋レベル左

　室短軸断面，4C：四腔断面，2C：二腔断面，　ANT：

　anterior，　SEPT：septal，　POST：posterior，　LAT：

　lateral，　INF：inferior

　　　　　　　　　　結　　果

　ドブタミンの最大負荷量はA群，B群それぞれ
24．4±5．1μg／kg／min，　B群24．2±2．5pt　g／kg／minと

差はなかった．安静時及び最大負荷時の心拍数，収縮

期血圧，二重積，左室駆出率及び大動脈最大血流速度

は両群間に差がなく，両群とも安静時に比較し最大負

荷時で有意（p〈0．01）に増加していた（図2）．

　ドブタミソ負荷に伴う反応は10例に出現し，頭痛4，

上室性期外収縮3，動悸2，嘔気1を認めた．負荷中

止理由（表1）としては，頭痛を訴えた2例と動悸を

訴えた1例がこの理由で負荷中止となっているが，他

の例では負荷によく耐え重篤な副反応はなくドプタミ

ンの増量が可能であった．負荷中の心電図で有意な

ST低下を認めた例はなかった．

WMAはA群の7例で検出されたが，　B群で検出さ

れた例はなかった（図3），（図4）．（表2）はA群9

例の冠動脈造影所見とDSE及びドブタミン負荷心筋

SPECT所見との関係を示したものである．安静時に

WMAが認められた例は症例1のみで，陳旧性心筋梗

塞合併例であった．左冠動脈に50％以上の狭窄または
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　図2　安静時（Rest）及びドブタミン最大負荷時（DOB）の循環指標の変化

HR．心拍数BP：収縮期血圧，　DP：二重積，　LVEF：左室駆出率，　Ao　peak　veloc・

ity：大動脈最大流速

血栓の存在が確認されている5例全てに冠動脈病変部

位に一致したWMAをDSEで検出した．このうち3

例のWMA部位はSPECTでの虚血検出部位と一致
した．一方右冠動脈に90％以上の狭窄または閉塞を来

している5例中2例に冠動脈病変部位に一致した

WMAを検出した．このうち1例はSPECTでの虚血

検出部位とも一致した．従ってDSEによる左右冠動

脈病変の鋭敏度，特異度はそれぞれ左冠動脈5／

5（100％），17／17（100％），右冠動脈2／5（40％），18／

20（90％）と左冠動脈病変に比べ右冠動脈病変の検出

率は低値であった．またDSEでWMAが認められた

にもかかわらず，SPECTで虚血が検出されなかった

例は4例で，これらの冠動脈造影では有意な側副血行

路が確認されている．

　　　　　　　　　　考　　案

　ドブタミンは陽性変時作用が比較的少なく陽性変力

作用が強い薬剤として知られている．しかしドブタミ

ンが容量依存性に陽性変時作用を発現するとの報告も

見られる7）～9）．Ruffoloら1°）はドブタミンの光学異性体

である（一）と（＋）のenantiomerの存在を報告し，

（一）enantiomerは主としてα・agonistとして作用し，

心拍出量，末梢血管抵抗，平均肺動脈圧を著明に増加
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表1　ドブタミン負荷に伴う反応及びドブタミソ負

　荷中止理由

　　　ドブタミン負荷に伴う反応

反　　　応 例　数

頭痛

上室性期外収縮

動悸

嘔気

4
3
2
1

ドプタミン負荷中止理由

理　　　　　　由 例　数

負荷量30μg／kg／min 10

壁運動異常の出現 7

頭痛 2

血圧上昇（＞200mmHg） 2

心拍数上昇（＞160BPM） 1

動悸 1

させ心拍数は殆ど影響しないが，（＋）enantiomerは

β1ならびにβ2－agonistの作用を持ち，心拍数を増加さ

せることにより心拍出量を増加させ，かつ末梢血管抵

Basal

E－S

E－D

Max－stress

iiii‘ifi－i

Basal

SAX

4C

Max－stress

図4　ドブタミン負荷心エコー法と選択的冠動脈造影

　との関係

　SAX：左室短軸断面，4C：四腔断面．前下行枝及び

　回旋枝に巨大冠動脈瘤と分岐部に血栓の存在が確認

　され，右冠動脈は完全閉塞後の再疎通が認められて

　いる例（表2，症例6）の壁運動異常を示した．

　Mid－anterior　septumとMid・septumのakinesin

　（矢印）が明らかである．

抗を減少させると述べている．従ってドブタミンの効

果はこれらの作用の合計として現れてくると考えられ

る．今回の検討例ではドブタミン容量が15μg／kg／min

を越える頃より心拍数，血圧の上昇と二重積の増大が

図3　ドブタミン負荷心エコー法と選択的冠動脈造影

　との関係

　E－S：end－systole，　E－D：end－diastole．前下行枝に

　75％の狭窄（下段矢印）を合併した左冠動脈瘤と右

　冠動脈の閉塞が認められた例（表2，症例1）の壁

　運動異常を示した．Mid－septumのdyskinesiaと

　Mid・inferiorのakinesia（上段矢印）が明らかであ

　る．またこの部分では収縮期壁厚の増大が欠如して

　いる．
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表2　冠動脈病変とドブタミン負荷心エコー法及び心筋SPECTとの関係

冠動脈病変 ドブタミン負荷心エコー
症例 年齢

左冠動脈 右冠動脈
側副血行路 壁運動異常部位 SPECT所見

1 12歳 瘤 閉塞 MID　SEPT，　MID　INF BASAL　SEPT～POST
（前下行枝狭窄75％） BASAL　ANT　SEPT PD（＋）

2 11歳 瘤 瘤 MID　ANT　SEPT MID　ANT～SEPT
（分岐部血栓） MID　SEPT，　APICAL　SEPT PD（＋）

3 12歳 瘤 （一） MID　ANT MID～BASAL　ANT
（回旋枝狭窄50％） PD（＋）

4 10歳 瘤 閉塞 （＋） MID　ANT　SEPT，　MID　SEPT PD（一）

5 10歳 瘤 （一） （＋） MID　SEPT，　MID　INF PD（一）
（前下行枝狭窄90％）

6 3歳 瘤 閉塞 （＋） MID　ANT　SEPT，　MID　SEPT PD（一）
（分岐部血栓）

7 6歳 （一） 閉塞 （＋） MID　INF，　BASAL　INF PD（一）

8 7歳 瘤 瘤 （一） PD（一）
（前下行枝狭窄25％）

9 9歳 （一） 瘤 （一） PD（一）
（狭窄90％）

PD：perfusion　defect

観察された．つまり高容量のドブタミンは陽性変時，

変力作用を合わせ持った状態で作用し，生理的負荷に

近い状況であると推測される．

　ドブタミン負荷による心筋虚血の誘発は主として陽

性変力作用の増大による心筋酸素需要の増加と供給の

アンバランスが原因と考えられている．つまりドブタ

ミンによる陽性変力作用の増大は，冠動脈病変の存在

によって冠動脈を通過する血流抵抗の増大として作用

し，不均衡な冠還流を引き起こすとされている11｝．さら

に高容量ドブタミン使用による心拍数の増加は心筋酸

素需要の増大を促し，心筋虚血が一層誘発され易い状

況を形成すると推測される12）13）．

　高容量のドブタミンを使用して懸念される点はドブ

タミンによる副反応の発現と重篤な虚血の誘発であ

る．今回の検討ではドブタミンを段階的に増量したた

め，副反応の出現を確認することは容易であった．ま

た重篤な副反応に発展した例あるいは拮抗薬である

β一blockerを使用した例もなかった．またドブタミン

の生物学的半減期は3～4分と短いことから，副反応

や重篤な虚血出現時には直ちに負荷を中止することで

副反応による症状の進行を防止することが可能であっ

た．生物学的半減期が比較的長く負荷後に拮抗薬を必

要とするジピリダモール負荷とはこの点で異なり，

DSEは安全性のより高い負荷試験であるといえる．

　DSEの冠動脈病変に対する検出率については，いず

れの報告例においても高度の狭窄を合併した多枝病変

の検出率は90％に近いが，狭窄の軽度な1枝病変での

検出率は限られている11）13）’－15）．今回の検討で，左冠動

脈に50％以上の狭窄または血栓の存在が確認されてい

る5例全てに病変部位に一致したWMAをDSEで検

出した．狭窄性病変がないにもかかわらずWMAが出

現した例は1例のみであった．この例は小動脈瘤以降

の前下行枝が低形成の状態であり，このために虚血が

誘発されたのではないかと推測される．一方，右冠動

脈においては90％以上の狭窄または閉塞を来している

5例中2例しか冠動脈病変部位に一致したWMAを

検出しえず，左冠動脈病変に比べ明らかにその検出率

は右冠動脈病変で劣っていた．心エコー図上右冠動脈

の支配領域は二腔断面でのInferior部分，四腔断面で

のBasal　Septum部分と左室短軸断面でのMid　Infe・

rior部分に限られる．従って右冠動脈単独病変と異な

り左冠動脈病変によるWMAが右冠動脈領域に隣…接

して出現した場合，厳密にWMAを部位診断すること

は容易ではない．さらに心尖部と心基部との間の正常

な収縮運動においても，Basal部分ではWMA様に見

えることが有り，これらのことが右冠動脈病変の検出

率の低下に関与している可能性があると推測され
る16）．

　DSEと心筋SPECTとの冠動脈病変検出率は
85～95％で一致すると成人例では報告されてい
る17）18）．今回の検討では3例に一致を認めたに過ぎず，

4例でDSEは陽性でドブタミン負荷心筋SPECT所

見は陰性であった．不一致の理由は不明であるが，こ

れら4例では冠動脈造影上有意な側副血行路の存在が
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確認されていたことから，虚血の程度が軽度であった

可能性が考えられる．またドブタミンの生物学的半減

期が数分でドブタミン最大負荷時と心筋SPECT撮像

までの間に若干の時間があることから，この間に虚血

が軽快した可能性もあり，今後SPECT検出精度を含

めて検討を要する問題と思われる．

　他の負荷試験と比較してDSEは冠動脈病変検出に

対する鋭敏度，特異度が優れている点はもとより，real

timeに心筋虚血を観察することが可能で，病変部位の

ASYNERGY

HXp・kトpesia

一一一一 症例1

　　症例6

　DOSE（，g／kg／m　i　n）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［≡XTENT

図5　ドブタミソ負荷心エコー法による冠動脈重症度

　の評価．症例1及び症例6の壁運動異常の程度

　（ASYNERGY），壁運動異常セグメント数
　（EXTENT），壁運動異常出現ドプタミン量
　（DOSE）の3方向で表したレーダーチャートを示

　す．このレーダーチャートでは三角形の広がりが大

　きいほど重症例であることが分かる．

表3　各種負荷試験の比較

負荷心エコー法

SPECT トレッドミル

運動負荷
鋭敏度 冊 十 十

特異度 冊 柵 十

冠動脈病変部位の推定 杵 廿 十

重症度の推定 十 廿 十

時間的空間的解像度 冊 杵 一

安全性 廿 廿 十

経済性 冊 ± 什

客観性 十 冊 冊

放射線被爆 一 冊 一

検査時間 什（分） ＋（時間） 什（分）

負荷強度（自験例） 廿 廿 冊
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推定や重症度の判定（図5）を容易にすると考えられ

る．また検査コストが低く，放射線被爆がなく，ベッ

ドサイドでの検査が可能な点に特徴が有る（表3）．

従って十分な運動負荷が困難な小児例にとっても施行

できる利点を持つ．しかし他の負荷試験と違いこの検

査自体あくまで定性検査であり，検者の主観が入り易

いこと，さらに十分なecho　windowが得られない例で

の評価には限界があること，に注意が必要である．

　　　　　　　　　　結　　論

　DSEは生理的負荷に近い安全な負荷法で，冠動脈病

変の検出が鋭敏であり，危険冠動脈の推測が可能な簡

便な検査法であると言える．最近の超音波断層装置の

進歩は多分割断面の同時評価を可能にし，DSEがより

客観性を帯びた検査法となりつつある4）13）．従ってこ

の検査法により選択的冠動脈造影検査の一部省略が今

後可能になると推測される，

　本論文の要旨は第28回日本小児循環器学会総会（1992年，

東京）において口演した．
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Evaluation　of　Coronary　Artery　Stenosis　in　Children　with　Kawasaki　Disease　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　Dobutamine　Stress　Echocardiography

Nobutaka　Noto，　Mitsuhiko　Hara，　Mamoru　Ayusawa，　Kensuke　Karasawa，　Hideo　Yamaguchi，

　　　　　　　Naokata　Sumitomu，　Tomoo　Okada，　Kensuke　Harada　and　Masahiko　Okuni

　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Nihon　University　School　of　Medicine

　　　To　assess　the　feasibility　and　diagnostic　accuracy　for　the　evaluation　of　coronary　obstructive　lesions

with　Kawasaki　Disease，　dobutamine　stress　echocardiography（DSE）was　performed　in　9　patients　with

coronary　artery　sequelae（Group　A：age　3－12　years　old，　left　coronary　aneurysm　2，　right　coronary

aneurysm　2，　bilateral　coronary　aneurysmus　5）and　14　patients　with　normal　coronary　artery（Group　B：

age　3－16years　old）．　All　the　patients　except　one　in　Gr皿p　A　were　detected　coronary　stenosis　either　left

or　right　by　coronary　angiogram．

　　　Dobutamine　was　administrated　intravenously　begining　at　dose　of　5　Ug／kg／min　and　the　dose　was

increased　by　5μg／kg　increments　every　3　minutes．　The　following　variables　were　measured　at　rest　and

during　dobutamine　infusion　i．e．　heart　rate，　blood　pressure，　double　product，　ST　segment　change，1eft

ventricular　ejection　fraction，　and　doppler　aortic　blood　flow　in　both．　Furthermore　left　ventricular

regional　wall　motion　divided　into　16　segments　in　two－dimensional　echocardiography　were　evaluated　as

normal，　hypokinetic，　akinetic　and　dyskinetic　in　both　groups．　These　variables　and　wall　motion

abnormalities　were　assessed　in　relation　to　the　coronary　obstructive　lesions　and　dobutamine　stress

SEPCT　findings．

　　　There　was　no　significant　difference　in　maximal　dose　of　dobutamine　and　all　variables，　which

significantly　increased（p〈0．01）during　dobutamine　infusion　in　both　groups．　Ten　patients　had　adverse

effects（headache，　premature　atrial　contractions，　palpitatin　and　nausea），　however　no　serious　effects

was　detected．　New　wall　motion　abnormalities　were　detected　in　7　patients　of　Group　A，　in　which　5　of　5

patients　with≧50％stenosis　or　thrombus　formation　in　left　coronary　artery　and　20f　5　patients　with

≧90％stenosis　or　obstruction　in　right　coronary　artery　by　DSE　were　included．　The　lesions　of　wall

motion　abnormalities　by　DSE　and　perfusion　defects　by　dobutamine　stress　SPECT　were　compatible　in　4

patlents．

　　　From　these　data，　it　is　concluded　that　DSE　is　a　safe　and　accurate　diagnostic　method　for　the

evaluation　of　coronary　obstructive　lesions　in　children　with　Kawasaki　Disease．
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