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組織プラスミノーゲンアクチベーターによる

血栓溶解療法を施行した川崎病の1例

（平成5年3月17日受付）

（平成6年3月7日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　成人の心筋梗塞に対する血栓溶解療法としては，近年，組織プラスミノーゲンアクチベーター（t－PA）

の投与が注目されているが，小児の川崎病に関する報告はまれである．川崎病の急性期に多発した巨大

冠動脈瘤内に血栓形成をきたし，心電図及び心筋イメージングで虚血所見を呈した症例に対して，t－PA

を経静脈的に投与した．投与直後の心エコー上は，冠動脈内の血栓に変化は認められず，2日後に冠動

脈内に選択的にt’PAを注入し血栓溶解療法を追加した．その1週後から心エコー上及びMRI上血栓の

縮小傾向が認められ，心電図，タリウム心筋イメージソグ上の虚血所見にも改善が認められた．血栓溶

解療法による脳出血等の副作用もなく，t・PAは川崎病における冠動脈瘤内血栓の溶解に有用であり，心

筋梗塞を予防しうると思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　成人の急性心筋梗塞においては，血栓溶解療法がす

でに確立された治療法となっている．中でも，近年わ

が国でも臨床応用が可能となった組織プラスミノーゲ

ンアクチベーター（t・PA）は，フィブリン親和性が高

く，経静脈投与でも血栓に選択的に作用する特徴を有

し，現在最も高い再開通率が期待される血栓溶解剤で

ある1）～3）．一方，小児においては，これまで川崎病によ

る冠動脈瘤内血栓に対してウPtキナーゼやストレプト

キナーゼを用いた血栓溶解療法の試みがあるが4｝’“6），

t－PAを用いた報告はまれである7）’”　1°）．川崎病の急性期

に，多発性の冠動脈瘤内に血栓形成をきたし，t・PAに

よる血栓溶解療法を施行した症例を経験したので報告

する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：6ヵ月，男児．

別刷請求先：（〒930－01）富山市杉谷2630

　　　　　富山医科薬科大学小児科　　市田　蕗子

　主訴：発熱．

　家族歴：特記すべきことなし．

　既往歴：特記すべきことなし．

　現病歴：平成4年9月17日から，38℃台の発熱を認

め，おう吐，下痢をきたし，9月19日入院となった．

　入院時現症：身長74cm，体重9．4kg，体温は38．7℃．

口唇の紅潮，咽頭粘膜の発赤を認め，右頸部に大豆大

のリンパ節を数個触知した．肺野は清，心音は奔馬調，

心雑音は認められなかった．腹部は平坦，軟で肝脾腫

を認めなかった．

　入院時検査所見：末梢血検査では，白血球数22．600／

mm3，好中球増多（91％）がみられた．　Hb　10．3g／dlと

軽度の貧血がみられ，血小板数は48×IO4／mm3と増加

していた．赤沈は93mm／1hr，115／2hrと高度に充進し，

CRP　19．4mg／dlと炎症反応は強陽性であった．生化学

検査ではGOT　2101U／1，　GPT　1151U／1，　LDH　8161U／

1と高値を示した．胸部X－pでは心胸郭比59％と心拡

大を認めたが，肺野には異常を認めなかった．

　入院後経過（図1）第5病日，川崎病の診断基準を
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図1　入院後経過．
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　　　　　　　　図2　血栓溶解療法前後における心エコー所見．

A；第34病日の心エコー．右末梢冠動脈の巨大冠動脈瘤（白矢印）内に内腔を塞ぐ血栓

形成を認める（T）．B：左冠動脈起始部の巨大冠動脈瘤（白矢印）に壁在血栓を認め

（T），右冠動脈起始部冠動脈瘤内にもやもや像を認める（白矢印）．C：血栓溶解療法

施行2週間後．右冠動脈末梢の冠動脈内の血栓は縮小している（白矢印）．D：右冠動

脈起始部冠動脈瘤内のもやもや像も消失し，左室動脈起始部の冠動脈瘤の壁在血栓も

縮小している（白矢印）．
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満たしたため，ガンマグロブリン（300mg／kg／day）静

脈内投与とアスピリソ（30mg／kg／day）の経口投与を

開始した．ガンマグPブリンは6日間投与したが，解

熱傾向は認められず，血液検査上も，白血球数21，000／

mm3，　CRP　20．Omg／dlと改善は認められなかった．ま

た，第12病日に新たに多数の発疹が四肢に出現したた

め，ガンマグロブリン（300mg／kg／day）を5日間追加

投与した．第12病日の時点では心エコー上，左右の冠

動脈の拡大は軽度であったが，その後徐々に進行し，

第17病日，右冠動脈起始部9mm，左冠動脈起始部8mm

の巨大冠動脈瘤を認めた．血小板も122×104／mm3と増

加していたため，ペルサソチン（4mg／kg／day）の投与

を開始した．その後，解熱傾向を示しCRP値も徐々に

低下した．入院後，経時的に施行した心電図には変化

を認めなかった，第34病日，心エコーで左の巨大冠動

脈瘤内に大きな血栓形成が認められ，右冠動脈起始部
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図3　血栓溶解療法前後における心電図変化．上段：

　第34病日の心電図．II，　III，　aVF，　V4－6でST上昇

　を認める．下段：血栓溶解療法1週後の心電図，ST

　上昇は正常化している．
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の動脈瘤内にはもやもや像を認め，末栓の動脈瘤内に

は血栓形成を認めた（図2）．左室収縮能は駆出率

（LVEF）＝0．66と低下していた．心電図上は，　II，　III，

aVF，　V4－6にST上昇が認められた（図3）．タリウム

心筋イメージソグ上も前壁と下壁の一部の血流低下を

認めた（図4）．左冠動脈瘤内の血栓による前壁の心筋

虚血と診断し，血栓溶解療法として経静脈的にt－PA

の投与を行った．t・PAは総量300万単位（30万単位／

kg）のうち，10％を2分間で静注し，残り90％を1時

間で点滴静注した．また，続いてヘパリン（200mg／kg／

day）の持続投与を開始した．しかしながら，心エコー

上，血栓の縮小傾向が認められないため，2日後に冠

動脈造影を施行した（図5）．左冠動脈主幹部から左前

下行枝に至る巨大冠動脈瘤内に大きな血栓形成を認

め，右冠動脈の末梢にも血栓形成を認めた．LVEF＝

0．61と左室収縮能の低下，特に左室前壁の収縮の低下

が認められた．このため，血栓溶解療法の適応と考え，

左冠動脈内にt－PA（5万単位／kg）を2回注入し，更

に右冠動脈内に1回注入した，しかし，この直後には，

造影上血栓の縮小は認められず，LVEF＝0．45で左室

機能の低下が認められた．3日後の心エコーでは右冠
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図4　血栓溶解療法施行前後のタリウム心筋イメージ

　ング．上段：左室長軸断面．中段：短軸断面．下段：

　水平断面．左：第34病日，左室前壁と後壁の一部の

　血流低下（白矢印）を認める．右：血栓溶解療法施

　行1週間後．前壁の血流低下は改善している．
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図5　第36病日の選択的冠動脈造影所見．上段：左冠

　動脈造影．左冠動脈基始部から前下行枝，回旋枝に

　わたる巨大冠動脈瘤と，その中に壁在血栓（白矢印）

　を認める．下段：右冠動脈造影．基始部から末梢に

　至るまで冠動脈の拡張を認め，末梢に壁在血栓（白

　矢印）を認める．

動脈起始部のもやもや像は消失し，左冠動脈と右末梢

冠動脈瘤内血栓の縮小傾向を認めた．血栓溶解療法施

行から1週間後の心電図では，STは正常化し（図3），

タリウム心筋イメージング上も前壁の血流低下に改善

を認めた（図4）．血栓溶解療法施行から2週後の心エ

コーでは，左冠動脈及び右冠動脈内の血栓は著明に縮

小し，内径の拡大が認められた（図2）．左室機能も

LVEF＝0．77と改善した，また，　MRI上も，　t－PA治療

前に左右冠動脈瘤内の壁在血栓が比較的末梢まで明瞭

にとらえられたが，治療後には血栓の縮小と，冠動脈

内腔の拡大が確認された（図6）．

　　　　　　　　　　考　　案

　川崎病による死亡例は，発症2ヵ月以内が最も多く，

825－（115）

その原因としては冠動脈瘤内の血栓形成による急定心

筋梗塞が重要であるII｝12）．しかも血栓形成による冠動

脈の閉塞が起こったとしても，小児期では，無症状で

経過することが多い，このため急性期に冠動脈瘤が認

められた症例では，経時的な心エコー検査が必要であ

り，瘤内血栓が発見された場合には，積極的に血栓溶

解療法を施行する必要がある1°）．本例では，定期的な心

エコー 検査で偶然に冠動脈瘤内の血栓形成を発見し，

心電図，タリウム心筋イメージングで虚血性変化を確

認したため，心筋虚血発症からの時間経過は不明であ

る．

　成人の急性心筋梗塞に対してのt－PAを用いた血栓

溶解療法は，発症から6時間以内が最も有効とされ，

遅くとも発症24時間以内に治療を開始できる場合を適

応としている1）2）．しかし川崎病においては，血栓形成

から24時間以内に診断される場合はむしろまれであ

り，成人のしPAによる血栓溶解療法の適応条件から

すれぽ，適応外である．

　川崎病においては，これまでのウPキナーゼ，スト

レプトキナーゼによる血栓溶解療法や，t－PAによる血

栓溶解療法の報告では血栓形成から長時間経過した場

合でも有効性が認められており（表1）4）～1°），成人にお

ける血栓による急性心筋梗塞とは異なる機序が考えら

れる．そのひとつとして，川崎病の血栓形成のメカニ

ズムが成人と異なっていることが挙げられる．成人に

おける心筋梗塞においては，動脈硬化によって徐々に

内腔が狭くなり内膜膠原繊維と粥腫が破れ，そこに血

小板が粘着凝集し血栓が形成され，徐々に増大し冠動

脈内腔を閉塞する〕3）．これに対して川崎病の急性期に

おいては血液凝固が充進し14），拡張した冠動脈内にて

血流の停滞があり，大人に比べ非常に短期間に血栓が

形成されると考えられる．本症例も3日間で巨大冠動

脈瘤内を閉塞させる程の大きな壁在血栓が生じてい

る．この血栓形成の違いが，多少時間を経過していて

も川崎病の心筋梗塞に対して血栓溶解療法が有効であ

ることの理由の1つと考えられる．

　今回の症例においては血栓溶解療法直後には変化が

起きず，3日後から徐々に血栓の縮小を認めており，

t－PAの血栓溶解効果のみならず，ヘパリソの効果が現

れている可能性を完全には否定できない．

　川崎病の血栓溶解療法として，1980年代にはウPtキ

ナーゼ，ストレプトキナーゼの経静脈的投与が中心で

あったが，近年冠動脈内血栓溶解療法が報告され，経

静脈的投与よりも高い有効性が確認されている（表
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　　　　　　　　図6　血栓溶解療法施行前後のMRI所見．

A：第35病日．左冠動脈瘤内に末梢まで壁在血栓を認める．C：右冠動脈末梢にも冠動

脈瘤内に血栓を認める．B：血栓溶解療法施行2週後：左冠動脈瘤内の壁在血栓は縮

小．D：右冠動脈瘤内の血栓も縮小．

表1　川崎病における血栓溶解療法

報告者 症例数 血栓溶解療法 投ケ方法 効果

Tera1　（1985） 1 UK Iv 十

Burtt　（1986） 1 SK Iv 十

Kato　（1990） 15 UK IC ＋（53％）

久保田〔1991） 1 tPA IC 十

鈴木　（1992） 7 UK，　t－PA IV，IC ＋（67％）

関　　　（1992） 1 t－PA IV，IC 十

UK＝ウロキナーセ；SK＝ストレプトキナーゼ；IV＝静注；

IC＝冠動脈内注入．

1）4ト1°）．しかしながら，冠動脈内血栓溶解療法は心血

管造影の施行できる施設に限られること，そのため治

療開始時期が遅れること，また何よりも川崎病の好発

年齢である乳児期には施行するにあたりある程度の熟

練を要し，危険性を伴う侵襲的方法であること等の難

点がある．実際，本症例においても冠動脈内血栓溶解

療法直後には，左心機能の低下が認められ，かなりの

侵襲性があったと思われた．

　一方，新しく開発されたt－PAはフィブリン親和性

が高く，経静脈投与でも血栓に特異的に作用する特徴

を有し，静脈投7でも高頻度に冠動脈再開通が得られ

ると期待され，小児には魅力的な血栓溶解剤である，

特に川崎病では，繰り返し血栓形成を認める場合も多

く8）1°），非侵襲的に経静脈的血栓溶解療法を施行でき

るt・PAの利点は多い．

　成人の心筋梗塞に対するt－PAの静注療法の副作用

で最も重篤なものは，脳出血等の出血性合併症である．

本症例では，幸い出血や不整脈等の合併症は全く認め

られなかったが，今後小児期に用いる場合には注意深

い観察を行い，合併症出現時にも早期に適切に対処す

ることが重要である．また，投与量に関しては，本症

例では成人例を参考にまず30万単位／kgを経静脈的に

全身投与したが，血栓の縮小は認められず，更に5万

単位／kgを冠動脈内に注入し，効果を認めている．小児

期における投与量や適応に関しては，今後症例を重ね

検討していく必要があると思われる．

　本症例ではこれまでの報告同様に15），MRIは比較的

末梢までの冠動脈瘤内における血栓形成の観察とt－

PAの効果判定において極めて有用であった．今後，川

崎病において繰り返し経静脈的に血栓溶解療法を施行

する場合には，非侵襲的に的確に治療効果を判定する

ことが基本となる．MRIは，心エコー，　ECG，タリウ
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ム心筋イメージングに加え，非侵襲的な効果判定方法

の1つとして重要な役割を果たすものと思われる．

　　　　　　　　　　　結　　語

　川崎病による巨大冠動脈瘤内に血栓形成をきたし，

t－PAによる血栓溶解療法を施行した1例を経験した．

血栓溶解療法後，心筋虚血は軽快し，左室収縮能も改

善した．脳出血等の副作用も認めず，t・PAは川崎病に

おける冠動脈内血栓による重症の心筋虚血に有用であ

ると思われるが，今後，適応や投与量に関する検討が

必要である．
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Successful　Thrombolytic　Therapy　Using　Tissue・Type　Plasminogen

　　　　　　　　　　　　　　　Activator　in　Kawasaki　Disease

Yuuji　Hamamichi，　Sinichi　Tsubata，　Ikuo　Hashimoto，　Ayumi　Miyazaki，　Fukiko　Ichida，

　　　　　　　　　　　　　　Hiromichi　Kubota，　Toshio　Okada，　Masako　Takano，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Tadayuki　Ooshima　and　Yoshifumi　Suzuki

　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Toyama　and　Pharmaceutical　University

　　　Thrombolytic　therapy　using　tissue・type　plasminogen　activator　was　performed　in　a　seven－month－

old　boy　with　massive　mural　thrombi　in　large　coronary　aneurysms　due　to　Kawasaki　disease．

Therapeutic　effect　was　recognized　by　disappearance　of　thrombi　on　serial　echocardiograms，　resolution

of　perfusion　defect　on　thallium－201　myocardial　imaging　and　improvement　of　elevated　ST－T　segment

on　follow・up　electrocardiograms　without　any　adverse　effects．　Magnetic　resonance　imaging　success－

fully　demonstrated　mural　thrombi　in　both　proximal　and　distal　coronary　aneurysms　and　disappearance

after　thrombolytic　therapy．　We　conclude　that　for　preventing　acute　myocardial　infarction　and　sudden

death，　intravenous　and　intracoronary　thrombolytic　therapy　with　tissue－type　plasminogen　activator

will　be　available　in　infants　and　children　with　Kawasaki　diseases　who　have　thrombus　in　coronary

aneurysms・
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