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非定型発症で6年後に川崎病後遺症と診断され，死亡した1例

（平成4年11月2日受付）

（平成5年6月7日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　著明な心機能低下をきたして入院し，冠動脈所見より川崎病後遺症と診断されたが，治療効果が得ら

れず，心不全で死亡した9歳女児例を経験した．

　患児は3歳時に口唇の紅潮を伴う1週間程度の発熱の既往があったが，他の主要症状は認めず川崎病

の診断は得られていなかった．6歳時の学校心臓検診では，省略4誘導心電図のV1誘導にてQSパター

ンを認めたが他に異常所見は認めず，また調査票ではスクリーニングされるべき記載が得られなかった

ため二次検診の対象にならなかった．

　V1誘導でのQSパターンは正常児にも認められる所見であるが，虚血性変化も考慮する必要がある．

学校心臓検診では省略4誘導心電図方式で行われているところも多く，V1のQSパターンを省略4誘導

で認めた際は，標準12誘導にて再確認を行うか，少なくとも問診の再確認が必要と思われた．また，検

診時の調査票を再検討する余地もあると思われた．

　　　　　　　　　はじめに

　川崎病は急性期のみならず，回復期以後も冠動脈病

変の把握，管理が重要である’｝～3）．しかし，川崎病の概

念の普及は1967年の川崎ら4）の報告後であり，さらに

重要所見である冠動脈病変の認識や解像度の高い心エ

コー 装置の普及などを考慮すると，適切な診断やフォ

Pt　一がなされていない症例が存在する可能性があ

る5）．また厚生省川崎病研究班による診断基準を満た

さないにもかかわらず冠動脈病変を呈した非定型例の

報告もある6）7）．学校心臓検診ではこのような症例もス

クリーニングされるべく調査票で5日以上続く発熱の

既往の有無など川崎病に関する設問も設けられてい

る．しかし一方通行である調査票は回答する側の意識

に左右されるという欠点があり，その機能が必ずしも

発揮されるとは限らない，

　今回，3歳時に川崎病を疑われながらフォローされ
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ず，また6歳時の学校心臓検診でV1のQSパターンを

認めたがスクリーニングされなかった1女児例を経験

した．V1誘導でのQSパターンはそれのみでは異常と

みなすことはできないが，これらの問題点も含めて報

告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：9歳，女児．

　家族歴：同胞3人中第2子．

　既往歴：3歳時に1週間程度発熱が持続しA市立

病院を受診．口唇の紅潮があり川崎病の疑いも持たれ

一時アスピリン投与もなされた．しかし咳漱，胸部レ

ントゲン写真からマイコプラズマ感染症を疑われ，ミ

ノサイクリンの投与を受けた．その直後より解熱した

ためアスピリンは中止されていた．

　現病歴：6歳時に学校心臓検診（省略4誘導法）に

て心電図V1誘導でのQSパターン（grade；border－

line）を認めたが，　ST変化は認めずスクリーニソグさ

れなかった（図1），

　平成3年夏頃より（9歳時），胸痛はないものの運動
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図1　学校心臓検診（6歳）時の省略4誘導心電図．

　Vl誘導にてQSパターンを認めるがST，　Tの変化
　は認めない．

後に意識を失なうことが数回認められるようになっ

た．家族は運動会前後でもあったため，疲労によるも

のであろうと放置していた．11月下旬にようやく近医

を受診したが血液検査上異常を認めず経過観察とされ

た．12月15日には軽い胸痛を訴え，翌16日A市立病院

を受診した．胸部X線写真上心胸郭比63％と心拡大

を，心エコー上著明な冠動脈瘤と心機能の低下（左室

駆出率LVEF　30％）を，心電図上V1～v3誘導のQSパ

ターソとST上昇，　V5　，　V6のST低下が認められた．

CK　1，051mu／ml，ミオシソ軽鎖19．lng／dlと高値を

呈しており（表1），川崎病後遺症，心筋梗塞の疑いで

12月19日に当科紹介入院となった．

　入院時現症：意識清明，チアノーゼはなく，血圧94／

80mmHg，脈拍は108／分で整，聴診上奔馬調律を呈し

た．肝脾は触知せず，浮腫は認めなかった．

　入院時検査所見：血液学的検査では，12月16日に高

値を呈していたCK，ミオシン軽鎖1等は正常化して

いた（表1）．胸部X線写真では異常石灰化や肺うっ血
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表1　血液生化学検査

12月16日　　17日　　19日

WBC
RBC
Hb
Ht
Plt

GOT
GPT
LDH
CK
HBD
ミオシン軽鎖I

BUN
Cr

Na
K
Cl

T．P．

／mm3

×104／mm3

9／d1

％

×104／mm3

Ka、　U

Ka．　U

W－U

mu／ml

W－U
ng／dI

8，400　　　　8，200

　404　　　420

11．7　　　　12．9

36．3　　　　　37．7

51．2　　　　　45．7

48

36

680

34

33

615

1，051 458

485 460

6，200

　462

13．8

40．6

44．9

9．1

mg／dl

mg／dl

mEq／l

mEq／l

mEq／1

9／d1

16

0．6

139

4．7

105

6、1

23

20

511

33

334

2．3

25

0、8

142

4．8

99

7．0

（12／16：A市立病院初診時．12／19：当科入院時）

図2　胸部レントゲン写真．異常石灰化や肺うっ血増

　は認めないが心胸郭比63％と心拡大を認める．

像は認めなかったが，心胸郭比63％と心拡大を認めた

（図2）．心電図では，V1～V3誘導においてQSパター

ンとST上昇を，　V5，　V6誘導にてST低下を認めた（図

3）．心エコー上，左室拡張末期径は61mmと左室は著

明に拡大し，またLVEFは30％と低下したままであっ

た，また，僧帽弁逆流も中等度認めた．右冠動脈はソー

セージ状に拡大しており，左冠動脈は起始部から前下

行枝にかけて巨大動脈瘤を認め，一部で血栓様エコー

を認めた（図4）．Tl心筋シンチグラフィーではほぼ全

周に及ぶ取り込みの低下を認めた（図5）．
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　入院後経過：川崎病よる後遺症と考Sl　PTCRも考

慮したが，病歴より慢性に経過した症例と考え，図6

のようにUrokinase，　Heparin，利尿剤などによる治療

を開始した．末梢血管拡張剤やβプロッカーは，80／60

前後の低血圧と脈圧減少が持続したために使用しな

かった．心エコーヒの冠動脈所見は変化を認めなかっ

たが，全身状態が安定したため，平成4年1月27日に

心臓カテーテル検査を実施した．左冠動脈はほぼ完全

に閉塞しており，右冠動脈より側副1血行路が形成され

ていた．右冠動脈は近位部に血栓を認め閉塞後に再開

通したものと思われた（図7）．1月10日頃に尿量減少

や多呼吸などの心不全症状が増強したため，

Dobutamine　3μg／kg／分の投与を開始したところ一時

心不全症状は改善した．しかし，その後左室駆出率の

低下と心胸郭比の増加とともに悪化し，2月16日に突

然の心停止をきたし死亡した．

図3　入院時心電図．Vl～V3誘導においてQSパター

　ン及びST上昇，　V5、V6誘導にてST低下を認める．

心室中隔

左心室

左室後壁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑↑左冠状動脈の動脈瘤及び血栓様のエコー

図4　心エコー図．左室拡張末期径61mm，左室駆出率30％と心筋の動きの極度の低下

　を認める．右冠動脈のソーセージ状の拡大を認め，左冠動脈は起始部から前下行枝

　にかけて血栓様エコーを伴う巨大動脈瘤を認める，
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図5　Tl心筋シンチグラフィー．ほぼ全周に及ぶ取り

　込みの低下を認める．
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　　　　　　　　　　考　　案

　今回の症例では川崎病発症時にその診断がなされて

おらず，さらに学校検診での調査票あるいは心電図所

見からもスクリーニングされなかった．これらのいず

れかで発見されていれぽ不幸な転帰を免れていた可能

性がある．

　川崎病を疑われる既往は3歳時の発熱時以外にはな

く，この時が川崎病の発症と思われる．発症時に確認

された主要症状としては5日以上続く発熱，口唇の紅

潮の2項目のみで他の4項目は認めなかった．一時は

川崎病も疑われながら，確定診断に至らなかった理由

は非定型例であったこと，当時A市立病院には心エ

コー 装置がなかったこと等が考えられる．現在では川

崎病の概念，診断，フォローは周知のことであり，不

明熱を含め川崎病が多少でも疑われる症例に対し心エ

コーは常に行われるべき検査である．しかし，解像度

の高い心エコー装置が普及する以前に発症した例にお

いては，冠動脈瘤が確認されていない例や川崎病の診

断が得られていない非典型例もありうる．文献的にも，

非典型例に新たに冠動脈病変が発見されたり5）～7），川

崎病の既往のはっきりしない症例に川崎病によると思

われる冠動脈異常が発見された症例の報告がある8）．

このような症例が存在することを常に念頭においてお

くべきと考えられる．

　V1誘導におけるQSパターンは心筋梗塞左脚ブ

・ック，左室肥大，修正大血管転位，WPW症候群等

でも出現するが，健康小児においても認められ
る9）A”コ1）．新村らは就学前の児童検診において0．043％

に認められたと報告しており1°），その機序としては心

臓の時計方向回転，副伝導路の存在，伝導障害等が考

えられる11）．今回の症例におけるV1誘導のQSパター

ソはST，　T波の変化が認められず正常範囲のもので

あった可能性が高い．しかし石坂ら6），加藤ら7）は，川

崎病非定型例の経過中にv1誘導で異常Q波（QSパ

ターン）を認めており，川崎病の多い日本では虚血性

変化も考慮しておく必要があろう．

　平成3年度の全国の学校心臓検診方式をみると，省

略4誘導方式でスクリーニングされている小学生の割

合が58．2％であり，標準12誘導方式でスクリーニング

された小学生よりも多い12）．V1誘導のQSパターンが

虚血性変化によるものか正常範囲のものかは，標準12

誘導によりある程度判別可能であり，省略4誘導でV、

誘導のQSパターソを認めた場合，標準12誘導を追加

することが確実な対応と考えられる．しかし，標準12
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12／16 1／1 11 21 2／1

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

11　　16

A市立病院入院↓　　　　　　　　　心臓カテーテル検査0　　　　　　死亡↓
　　　当院転院，

　　Uroklnase－12，000u／kg
　　Heparin　Na－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1■■■■■300u／kg

　　　　　　　　　　　　　Warfarin－O．5皿9　　－0．5～1．5mg
　　　　　　　　　　　Dlpyrida皿oie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4皿9／kg

　　　　Asplrin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5皿9／kg

　　　　　　　Dobuta皿ine　hydrochleride－　　－3μ9／kg／分
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図6　入院後の経過．1．V．：静脈内投与，　PO．：経口投与，　EF：左室駆出率，　LVDd：

　左室拡張末期径，CTR：心胸郭比

図7　心臓カテーテル検査．（図7a）左冠動脈造影，起始部での完全閉塞．

　冠動脈造影，近位部の血栓像及び右室枝よりの側副血行路を認める，

（図7b）右

側副血行路

誘導を記録するということは二次検診を行うことを意

味しており，受診者および検診班に新たな経済的，時

間的負担を強いることになる．検診担当医により電話

などで既往歴を再確認することの方が利点が多いと思

われる．

　調査票の問題であるが，家族は川崎病を疑われたこ
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表2　心臓病調査表（1郡医師会，抜粋）

質問5．

　（1）シフテリア

　（2）高血圧（腎炎をのぞく）

　（3）甲状腺の病気

　（4）敗血症

　（5）5日以上続く原因不明の発熱

　（6）川崎病

質問8．

　（　　歳　　ヵ月）

今まで次のような病気にかかったことがありますか？

（イ．はい　　ロ．いいえ）

（イ．　↓よい　　　ロ．　いいえ）

（イ，　〈よい　　 ロ．　いし・え）

（イ．　eよい　　 ロ．　いいえ）

（イ．　｝よい　　 ロ．　いいえ）

（イ．　はい　　 ロ．いいえ）

今までに医師から「川崎病」といわれたことがありますか？

　　　　　　　　　　（イ．　eまい　　 ロ．いいえ）

とを覚えており，A市立病院入院時には容易にその既

往を聴取できたにもかかわらず，調査票ではスクリー

ニングされるべき記載は得られなかった．当時の学校

検診調査票は（表2）のようであるが，〔5日以上続く

原因不明の発熱〕の設問に対し〔いいえ〕と回答した

理由は，一時川崎病を疑われはしたものの肺炎が原因

であり，原因不明の発熱ではなかったと家族が認識し

ていたためであった．調査票は一方通行であり記載者

の意識に大きく左右されるものである．川崎病疑い例

を見逃さないために，調査票に川崎病を疑われたこと

がないか，その際に心エコー検査を受けたかどうかを

問う設問を加えるべきと思われた．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）Kato，　H．　Ichinose，　E．　and　Kawasaki，　T．：

　　　Myocardial　infarction　in　Kawasaki　disease．

　　　Clinical　analyses　in　195　cases．　J．　Pediatr．，108：

　　　923，1986．

　2）鈴木淳子，神谷哲郎，小野安生，黒江兼司，木村晃

　　　二：川崎病による冠動脈狭窄病変の出現と進展．

　　　日小循誌，7；653，1992．

　3）Nakanishi，　T．，　Takao，　A．，　Nakazawa，　M．，

335－（89）

　　Endo，　M．，　Niwa，　K．　and　Takahashi，　Y．：

　　Mucocutaneous　lymph　node　syndrome：Clinical

　　hemodynamic　and　angiographic　features　of

　　coronary　obstructive　disease．　Am．　J．　Cardiol．，

　　55；662，1985．

4）川崎富作：指趾の特異的落屑を伴う小児の急性熱

　　性皮膚粘膜淋巴腺症候群．アレルギー，16：178，

　　1967，

5）城戸佐知子，林　鐘声，福持　裕，大持　寛，濱岡

　　健城，尾内善四郎：学校検診で最近発見された3

　　例の川崎病冠動脈後遺症例．小児科，34：397，1993．

6）石坂幸人，三宅　健，瀬戸嗣郎，平尾敬男，瀬戸屋

　　利克，斉藤彰博，上田　憲，中野博行：非定型的な

　　MCLSの1例について．児臨，36：1267，1983．

7）加藤敏行，川口宗守，森下秀子，岩佐充二，川瀬

　　淳，吉野正拡，今井田克己：川崎病非定型例一乳児

　　期発症から2年後に心筋梗塞をおこした男児剖検
　　イiiiJ．　JE己臨，　37：5305，1984．

8）伊藤　彰，大森文夫，宮武邦夫，永田正毅，朴　永

　　大，山岸正和，榊原　博，小原邦義，鬼頭義次，藤

　　田　毅：心不全を契機に19年後に発見された川

　　崎病の1例．Prog．　Med．，7；95，1987．

9）Izumi，　H．，　Harada，　K．　and　Okuni，　M．；Abnor－

　　mal　Q・wave　in　children．　The　first　report：QS－

　　pattern　in　Lead　VI．　JPn．　Circ．　J．，49：1288，1985．

10）新村一郎，原口寿夫，佐藤秀郎，宮沢要一郎，横山

　　修三，須田梅子，小野ますみ，後藤彰子：健康な就

　　学前児童に認められたV誘導のQ波について．日

　　児誌，81；216，1977．

11）鈴宮寛子，松岡祐二，早川国男：VIQSパターンを

　　示す健康小児の対表面電位図所見．日児誌，89：

　　2726，1985．

12）雄鹿　薫：心臓検診における心音図検査実施状況

　　一予防医学事業中央会支部調林より　第3回学校

　　心臓検診全国大会（講演）．1993年5月．

Presented by Medical*Online



336－（90） 日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

ACase　of　Kawasaki　Disease　not　Detected　at　Screening　for　Heart　Disease

Masato　Kuwahata，　Makoto　Nakamura，　Yuichi　Nomura，　Shozo　Oku，

　　　　　　　　　　　Masao　Yoshinaga　and　Koichiro　Miyata

　　Department　of　Pediatrics，　Faculty　of　Medicine，　Kagoshima　University

　　　Acase　is　reported　of　a　9・year－old　girl　diagnosed　as　having　Kawasaki　disease（KD）with　giant

coronary　aneurysms，　who　died　of　heart　failure．

　　　The　patient　had　a　history　of　high　fever　for　7　days　and　had　developed　redness　of　the　lips　at　3　years

of　age．　KD　was　suspected，　but　was　not　diagnosed　because　no　other　manifestations　of　KD　were　present．

Resting　electrocardiogram（ECG）showed　the　QS　pattern　in　VI　during　the　screening　system　for　heart

disease　at　the　age　of　6　years，　however，　the　ECGwas　not　considered　abnormal，　because　no　abnormal　ST

or　T　wave　changes　were　detected．　No　informations　suggesting　a　history　of　KD　was　obtained　from　a

questionnaire　at　the　screening．

　　　The　QS　pattern　in　VI　may　be　detected　in　healthy　children，　however，　myocardial　ischemia　can

cause　the　QS　pattern　in　V1．When　the　QS　pattern　in　Vlis　detected　in　4・lead　ECG（1，　aVF，　V1，and　V6）

in　the　screening　system　for　heart　disease，　it　is　better　to　check　a　past　history　or　a　standard　12－lead　ECG．

Furthermore，　the　screening　questionnaire　should　be　changed　so　that　a　relevant　past　history　is　clearly

revealed．
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