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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病既往児の動脈壁弾性を評価し，川崎病が動脈硬化の危険因子となるか否かを検討した．対象は

典型的川崎病既往児534例で，急性期冠動脈病変合併率は19．4％，遠隔期冠動脈病変合併率は4．1％であっ

た．動脈壁弾性の評価は川崎病発症後5．9±3．5年（平均±標準偏差，範囲0．1～19．0年，中央値5．6年）

に，大動脈脈波速度を用いて非侵襲的に行った．発症後3年間は，急性期動脈炎によると考えられる動

脈壁弾性の低下が33．9％の症例に認められた．冠動脈病変合併例では，冠動脈病変非合併例に比し，よ

り高頻度（各々47．5％，32．0％，p〈0．05）に動脈壁弾性の低下が認められ，その程度も重かった．発症

後4年以降は，肥満や血清脂質異常によると考えられる動脈壁弾性の低下が8．4％の症例に認められた．

再発例の動脈壁弾性は初発例とほぼ同様の経過を呈し，特徴的な所見はなかった．今回の長期観察では，

川崎病が若年者における動脈硬化の危険因子であるという結果は得られなかった．しかし，冠動脈病変，

肥満，血清脂質異常の有無にかかわらず，発症後10年以降には，動脈壁弾性が徐々に低下する傾向がみ

られ，今回の観察期間以降の遠隔期に川崎病が動脈硬化の危険因r一となる可能性を示唆しているのかも

しれない．更に成人領域に及ぶ長期観察が必要と考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　川崎病Dがはじめて報告されて以来四半世紀が経過

した．患者数も10万人2）を越え，既に成人に達した例も

存在する．川崎病は，その冠動脈瘤という合併症がゆ

えに注目され，様々な方面から研究されているが，病

因は未だに不明である．しかし，川崎病の本態は全身

の血管炎であり，急性期の冠動脈病変の他に，遠隔期

には動脈硬化症の出現が懸念される．病理学的には，

遠隔期に川崎病以外の原因で死亡した症例で，冠動脈

に拡張性または狭窄性病変がないにもかかわらず，内

膜肥厚など何らかの形で血管炎の癩痕が残存していた

との報告3｝があることから，動脈硬化症は，心合併症を

残さなかった症例にも当然ながら起こり得ると考えら

れる．今回，我々は大動脈脈波速度aortic　pulse　wave

velocity（以下PWV）を用いて，川崎病既往児の動脈
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壁弾性を非侵襲的に評価し，川崎病罹患後の動脈硬化

に関して検討を行った．

　　　　　　　　対象および方法

　1．対象

　東邦大学医学部付属大森病院川崎病外来を受診した

患児585例のうち，急性期所見が非典型的ないし不明で

あった非確実例51例を除いた典型例534例を対象とし

た．男女比は1．4：1，発症期間は1972年1月から1993

年6月，発症時年齢は2．1±1．8歳（平均±標準偏差，

範囲O．2～12．9歳，中央値1．4歳）であった．この中に

は，再発例が13例含まれており，男女比は5：8，発

症時年齢は2．9±1．6歳（平均±標準偏差，範囲0．3～5．9

歳，中央値2．4歳）であった．急性期より心エコー図で

冠動脈所見の評価が行われていた症例は71．3％（381／

534例）で，急性期冠動脈病変合併率は19．4％（74／381

例），発症後4年以降の遠隔期冠動脈病変合併率は

4」％（12／290例）であった．
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　II．方法

　1．PWVの測定　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，測定方法は長谷

川らの報告4）に従った．以下にその方法を簡単に述べ

る．

　（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の直線距離

（D）に解剖学的補正値1．3を乗じて求めた．

　（2）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頸動脈波切痕の時間

的差異（Tc）と頸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，自動解析装置（フクダ

電子製MCG－400）により求めた．

　（3）PWVはD×1．3／（Tc＋T）として自動解析装置

により算出され（図1），更に，同時測定した血圧を基

に，一律標準拡張期血圧80mmHg時の値に換算した．

　PWVは動脈壁が硬化し，弾性が低下した際に高値

をとるが，年齢により正常値が異なる（表1）s）ため，

今回の検討では，原則としてPWVを年齢別正常平均

値に対する標準偏差（以下SD）値で表示した．

　2．肥満度および血清脂質の測定　一部の症例では，

発症後4年以降のPWV測定時に肥満度percentage

of　excess　weightと血清脂質の測定を行った．
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図l　Method　of　Measuring　A（）rtic　Pulse　Wave
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表1　Normal　Value　of　PWV

Age（years） Mean±sD（m／sec）

0－4 4．7±O．4

5－9 5．1±0．5

10－14 5．2±0．5

15－19 5．5±0．6

20－29 6．6±0．6

P～VV，　pulse　wave　velocity

SD，　standard　deviation
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　肥満度は，実測体重と実測身長に対する性別年齢別

標準体重6）7）から（実測体重一標準体重）／標準体重×

100として求め，20％以上を肥満と判定した8｝．

　血清脂質は総コレステロール，高比重リポプロテイ

ン（以下HDL）コレステロールをnoll－fag．　tingで採血

した検体を用いて測定した．また動脈硬化指数ather－

ogenic　indexを（総コレステロールー　1－1　DLコレステ

ロール）／HDLコレステロールとして算出した．各測

定値の異常値は，総コレステロール200mg／dl以上，

HDLコレステロール40mg／dl未満，動脈硬化指数3．0

以上とした．

　3．統計学的処理　頻度の差はX2検定，それ以外はt

検定を用いて統計学的処理を行い，危険率5％未満を

有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．PWVの測定

　PWVの測定は1981年7月から1994年12月までに延

べ2，260回行った．このうち，同一症例で同じ年（同一

発症後年）に測定した2回目以降の218回のデータは今

回の検討から削除し，残りの2，042回のデータに関して

検討を行った．PWV測定時年齢は7．8±3．8歳（平均±

標準偏差，範囲O．4～21．6歳，中央値7．4歳），測定時期

は発症後5．9±3．5年（平均±標準偏差，範囲O．1～19．0

年，中央値5．6年）であった．再発例のPWV測定は49

回施行した．測定時年齢は7．7±3．8歳（平均±標準偏

差，範囲0．7～16．6歳，中央値7．5歳），測定時発症後年
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図2　Comparison　of　PWV　According　in　lnitial　and

　Relapsed　Cases　by　Time　after　Onset．　Open　circles

　indicate　initial　cases；closed　circles，　relapsed

　cases．　Circles　and　vertical　bars　indicate　the　group

　mean　and　SD．　There　was　no　significant　difference

　between　initial　and　relapsed　cases　for　each　year

　after　onset．　PWV，　pulse　“Tave　velocity；SD，　stan－

　dard　deviation．
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数は5．3こ3．7年（’F均±標準偏差，範囲0．1～14．6年，

中央／直4．9年）であった．

　II．初発例・再発例とPWVの経時的変化

　対象Jl’／：例を初発例と再発例に分け，　P、VVの経時的

変化を桓討した（図2）．

　初発例では，PWVは発症後1年未満が平均＋1．76

SDと最も高く，以後，時間の経過と共に低下し，発症

後4年にはほぼ正常平均値を呈していた．しかし，発

症後10｛三以降にはPWVが徐々にヒ昇する傾向がみ

られた．

　再発例o）PWvは，発症後1年未満が初発例に比し

低い値を呈していたものの，初発例とほぼ同様の経過

をたど｝，再発例に特徴的なパターンはなかった．

　初発例，再発例に分けて＋2SD以上のPWVを呈し

た症例0頻度をみたが，有意な差はなかった（表2）．

初発例，再発例合せて，正常平均値に対して＋2SD以

表2　1ncidence　of　PWV≧十2SI）From　the　Norma｜

　Nlean　Value　（1）

Time，－fU・1・

　　OIls．・t
　（、ea・“s）　　7

Illitial

Cases
Re｜apsed
　Cases

P・vakle

0㌦

つこ

33．8°。（125／37｛｝）

8．6°。（38／44｛D

36．4％（4／11）

｛｝．o°。（oノノlo）

NS
NS

P、VV、　Pulsc　wa、℃vel（）city；SD，　s．　tanclard　deviati（m

NS，　T）OI　s　ignificant

SD

砲

〉
≧
丘

±O

Time　After　Onset　　　　　　　　　Years

［コ〈｜3　　Colllpar｛soll　of　pyVV　by　Coronary　Involve・

　me11：and　Time　after　Onset．　Open　circles　indicate

　patiellts　with　cor〔）nary　involven〕ent；closed　cir－

　cles，　Patients　without　coronary　irivolveinent．

　Circ：es　and　vertical　bars　indicate　the　group　mean

　and　SI）．　There　was　no　significant　difference

　bet、Neen　patients　with　and　without　coronary

　involvenient　f（）r　each　year　after　the　onset．　PVVV、

　pulse　wave　velocity；SD，　s．　tandard　deviation．
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ヒの高いPWVを呈した症例は，発症後4年末満では

33．9％（129／381例），発症後4年以降では8．4％（38／

450例）であった．

　III．急性期冠動脈病変の有無とPwVの経時的変

化

　対象を急性期冠動脈所見が明確な381例に限定し，30

病LIにおける冠動脈病変の有無で2群に分け，　PWV

の経時的変化を検討した（図3）．両群とも発症後1年

未満のPWVが最も高く，以後時間の経過と共に低下

し，発症後4年にはほぼ正常平均値を呈していた．統

計学的な有意差はないものの，発症後4年未満では

PWVは冠動脈病変合併例でより高い値を呈してい
た．

　正常平均値より＋2SD以上の高いPWVを呈した

症例は，発症後4年未満では冠動脈病変非合併例に比

し，冠動脈病変合併例で有意に多く認められた．しか

し，発症後4年以降では急性期の冠動脈所見とPWV

との関連性はなかった（表3）．

　IV．発症後4年以降のPWV

　1．発症時年齢とPWV　発症時年齢別にlf三常平均

値に対して寸2SD以1二の高いPWVを呈した症例の

頻度をみたが，頻度は0．0％（4歳，0／25例）から15．4％

（5歳，2／13例）とばらつきが大きく，また，一・定の傾

向もなく，統計学的有意差は認められなかった．

　2．遠隔期冠動脈病変とPWV　遠隔期冠動脈病変

の有無により，正常平均値に対して＋2SD以上の高い

PVVVを呈した症例の頻度をみたが，有病変例8．3％

（1／12例），無病変例6．5％（19／292例）と大差はなく，

統計学的有意差も認められなかった．

　3．肥満度とPWV　肥満度は，1988年8月から1994

年12月までに，194例に対し延べ297回の測定を行った．

肥満を呈した症例は13．1％（39／258例）であった．肥

満例と非肥満例のPWV値を比較すると，いずれも正

常範囲内の値ではあるが，肥満例が有意に高い値を呈

しており，さらに，肥満度とPwvの間には有意な正

表3　1ncidence　of　PWyア≧＋2SD　From　the　Normal

　Pt・1ean　Value　（2）

Time　After
　　Ollset
　　（vearS）　　ピ

　　With　Acllte
Phase　Coronar、　　　　　　　　　　　　　．

InVolvemellts

WithOllt　Acllte
Phase　CorOnarv　　　　　　　　　　　　　7

　　hVolements
P・value

03
≧4

47．5％（61／29）

5．4％（3／56）

32．｛｝％（80／25｛｝）

69％（17／248）

＜0．05

NS

PVVV，　pulse　wave　velocity；SI），　standard　deviation

NS，　not　significant
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表4　Comparison　of　PWV　in　Abnormal　and　Normal　Patiellts　by％of

　Excess　Weight　and　Serum　Lipids≧4Years　after　KD

Abl10rmal　Patients NOrlllal　Patients P－value

゜。（，f　Excess　Weight

Tota｜Ch〔｝1esterol

IIDL　Cholestel’01

Atherogenic　Illdex

〔1．20±（1．83（n＝37）

． 〔LO4上1．｛｝3（11＝14）

0，12⊥1」4（n－－8）

0．95－｝－0．75（11＝4）

一
｛｝．17ト｛［．78（n　260）

－ n．21－±｛L75（n－178）

一一
〇．23］・｛｝．76（11＝171）

－ 0．25卜．0．76（n－174）

＜0．05

NS
NS
NS

PWV，　pulse　wa＼e　velocity・KI），　Kawasaki　diasease；HI）L，　high　dencity　lipo－

protein

NS．　not　s．　igTlificaTlt

表5　Correlation　Betweel1　PWV　and％of　Excess

　Weight　or　Serum　Lipids≧4Years　after　KI）

n ，　1 Pへ’alue

％of　Excess　Weight

Total　Cholesterol

IIDL　Cholesterol

Atherogellicいdex

297

192

179

178

　0．18

　0．08

－ 0．13

　0．20

＜｛｝．｛｝I

NS
NS

d｝・｛｝ll

PWV，　Pulse　wa、’e　vel《）city；KD、　Kawasaki　diasease　l

HDL、　high　dellcity　Iipoprotein

NS、　Tlot　s　igniticant

SD

　⇒

　噺3

＞＋2

江†1

　±0

　－1

㍉酬Xlxiixei°
㌧酬田牌↑．．

　m／sec
　70　0

　6＞
　5色
　4

の相関が得られた（表4，5）．

　4．血清脂質とPWV　血清脂質の測定は，1989年5

月から1994年12月の問に行い，総コレステロールは156

例に対し延べ192回，HDLコレステロールは145例に

対し延べ179［lil，動脈硬化指数は144例に対し延べ178［til

の測定を行った．高コレステロール血症は7．3％（14／

192例），低IIDLコレステロール1∬1症は4．5％（8／179

例），動脈硬化指数高値は2．2％（4／178例）であった．

各血清脂質値が異常を呈した症例と正常であった症例

のPWV値を比較すると，統計学的有意差は認めない

ものの，動脈硬化指数異常高値例が，同指数正常例に

比し高いPWV値を呈する傾向にあった（表4）．ま

た，動脈硬化指数とPWvの間には，有意な正の相関

が認められた（表5）．その他の血清脂質とPwVの間

には，関連性は認められなかった（表4，5）．

　V．’ff’齢とPWV

　今回の全対象症例での，PWv測定時年齢とPWV

の関連を検討した（図4）．PWVは，正常1一均値に対

するSD値および実測値共にO歳時が最も高く，以後

徐々に低下し，5歳時にはほぼ正常平均値を呈してい

た．10歳以降では，SD値は徐々に上昇していたが，14

歳と19歳にピークがあり，15歳，20歳で一時的に低下

0123456789101112131415161718192021
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yea7S　　　　　　　　　Age

図4　PWV　and　Age　at　Measureme川．　Open　circles

　illdicate　nneas　ured　P～VV　（1n／sec）；closed　circle、

　converted　l）NXアV　ill　SD　from　normal　meall　vahle．

　Circles　and　vertical　bars　indicate　group　mean　and

　SI）．　P、礼’V、1’ulse　wave　velocity；SD、　Standard

　cleviation，

し，再びヒ昇するという経過を呈していた．この年齢

は，II三常値を設定した年齢区分の区切りと一一致してい

た．一方，実測値はこれとは異なり，加齢に伴い均等

なヒ昇傾向を呈していた．

　　　　　　　　　　考　　案

　PWVは，糖尿病，高血圧，高脂巾L症，肥満などの病

態で高値を呈し，生物物理学的動脈硬化定量診断法と

しての有用性が報告されている「’　）”）．PwVに影響を与

える因子として，心拍出量，心拍数，血液粘調度，血

圧，血管壁の厚さ，血管口径，壁弾性，血管運動神経

が挙げられるが，生理学的循環動態ドでは，血圧と壁

弾性以外の因子は無視し得る4｝とされている．また，今

回の検討のようにPWVを一律標準拡張期血圧8（l

mmHg時の値に換算することにより，血圧の影響を排

除し，同一症例の動脈壁弾性の経時的変化や多数例の

動脈壁弾性の比較が可能となる4）．

　川崎病にみられる冠動脈の血管炎は，急性期には増
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殖性動脈炎の像を呈し，発症後約2カ月には肉芽組織，

線維化を経て癩痕化する1°）．遠隔期に残存する動脈壁

の癩痕は，内膜の線維性肥厚，内弾性板破錠，中膜菲

薄化という粥状動脈硬化症に類似した所見を呈す

る川．しかし，内膜やその周囲に泡沫細胞を認めない点

が粥状動脈硬化症とは異なるため，直江らは「後炎症

性動脈硬化症」と呼んでいる3）．このような血管炎は冠

動脈のみならず，総腸骨動脈，腋窩動脈，上腸間膜動

脈，腹部大動脈，鎖骨下動脈，頸動脈など弾性型動脈

や弾性型動脈から筋型動脈へ移行した部分に好発す

る’°）．この血管病変による動脈壁弾性の低下が，今回観

察されたPWV高値の一因である可能性は十分にあ

る．また，今回の検討で，川崎病発症後数年間のPWV

高値が急性期冠動脈病変合併例でより顕著であったこ

とからも，動脈炎の存在およびその重症度と動脈壁弾

性との間に関連があると考えられた．しかし，発症後

4年以降には急性期冠動脈病変の有無とは無関係に，

大多数の症例がほぼ正常平均値のPWVを呈してい

たことより，川崎病の血管炎が動脈壁弾性に影響を与

えるのは発症後数年間ではないかと考えられた．

　発症後4年以降では，肥満や血清脂質異常など粥状

動脈硬化症と同様の危険因子が関与したと考えられる

PWVの相対的高値が認められた．この肥満や血清脂

質異常は，川崎病と関連があるのだろうか．肥満（肥

満度20％以上）は口本の小児の5～10％に認められ

る8）と報告されている．また，小中学生の血清脂質に関

する報告12）では，高コレステロール血症（200mg／d1以

1二）は36％，低HDLコレステロール血症（男児35mg／

dl以下，女児41mg／dl以下）は5％，動脈硬化指数高

値（3．O以上）は31％に認められたとされている．これ

らの報告に比し，今回の対象川崎病既往児では，肥満

の出現頻度が13．1％とやや高く，高コレステロール血

症と動脈硬化指数高値は各々7．3％，2．2％とかなり低

い出現頻度であった．これには，対象の地域差の影響

もあるだろうが，今回の検討では少なくとも川崎病遠

隔期に肥満や血清脂質異常などが出現しやすいという

結果は得られなかった．

　川崎病に伴う血清脂質の変化として，急性期では総

コレステロール低値，HDLコレステロール低値，トリ

グリセライド高値が報告されている13）14）．一方，遠隔期

ではHDLコレステロールの低値が持続するという報

告13）14）もあるが，動脈硬化を促進するような程度のも

のではなく，また川崎病との因果関係もはっきりして

いない．今回の血清脂質異常の出現頻度をみても，遠

7－一（7）

隔期川崎病に特徴的な血清脂質の変化はないと考えら

れた．

　川崎病の重症度スコアのひとつである浅井・草川ス

コア15）では，再発例は冠動脈病変発症の危険因子とさ

れている．しかし，その後の冠動脈病変発生の予測ス

コア16）～18）では，危険因子に再発例は含まれていない．

今回の検討でも，再発例は初発例と同様なPWVの経

時的変化を呈しており，再発が動脈硬化症などの血管

合併症の危険因子とはなり難いと考えられた．

　今回の検討では，川崎病が動脈硬化の危険因子であ

るという確証は得られなかった．しかし，発症後10年

以降に，PWVのSD値が時間の経過と共に徐々に上

昇して行く傾向にあったことは，今回の観察期間以降

の遠隔期に川崎病が後遺症としての動脈硬化症の基盤

となる可能性を示唆しているとも考えられた．但し，

測定時年齢とPWVの検討では，　PWV実測値は加齢

に伴う生理的な変化と考えられる上昇を呈しており，

SD値の上昇は正常値を設定した年齢区分に起因する

見かけ上の上昇である可能性も示唆された．更に成人

領域に及ぶ長期観察が必要と考えられた．

　最後に，今回のPWV測定にご協力を頂きました東邦大

学医学部付属大森病院中央検査第III部の皆様に深謝致しま

す．
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Arterial　Wall　Stiffness　in　Patients　After　Kawasaki　Disease

　　　　　　Tetsuro　Umezawa，　Tsutomu　Saji　and　Norio　Matsuo

The　First　Department　of　Pediatrics，　Toho　University　Sch（）o｜of　Medicine

　　　It　has　been　postulated　that　following　Kawasaki　disease（KD），　patients　have　an　increased　risk

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

indicator　of　arteriosclerosis，　and　in　this　study，　we　measured　PWV　2042　times　in　534　patients　after

KD　and　evaluated　the　arterial　wall　stiffness．　Their　age　at　onset　was　2．1±1．8years，　the　male／

female　ratio　was　l．4／1，　measurements　were　obtained　5．9±3．5years　after　the　onset（ranging

from　l　month　to　19　years）．　Furthermore，　we　assessed　the　correlation　between　arterial　wall

stiffness　and　body　build　or　serum　lipids　in　some　of　the　patients　4　years　or　more　after　onset．

　　　　P、VV　was　measured　by　simultaneously　recorded　phonocardiogram，　carotid　pulse　tracing　and

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

prominent　pulse　of　the　left　femoral　artery．　Body　build　was　assessed　as　the　percentage　of　excess

weight（％EW）compared　to　the　ideal　body　weight　appropriate　to　body　height，　age　and　gender．

Atherogenic　index（AI）was　calculated　as（［total　cholesterol］一［HDL　cholesterol］）／［HDL　choles－

terol］．

　　　　PV㌧「V　remained　above　the　nornnal　Illeall　value　for　3　years　after　onset，　thereafter　it　showed

almost　normal　mean　values．　However，　PWV　gradually　increased　lO　years　or　more　after　onset．

The　incidence　of　PWIv’≧十2SD　from　the　normal　mean　value　was　significantly　higher　in　patients

with　coronary　involvement　than　in　those　without　cor（）nary　involvement　less　than　4　years　after

onset（47．5％，32．0％，　respectively，　p〈0．05）．　The　incidence　did　llot　significantly　differ　4　years　or

more　after　onset（6．9％，5．4％，　respectively）．　However，　PWV　significantly　correlated　with％EW

（n＝297、r＝0．18，　p＜0．01）and　AI（n＝178，　r－0．20，　p〈0．01）．　Age　at　onset　and　residual　coronary

involvement　did　not　influence　PWV　4　years　or　more　after（mset．　In　thirteen　relapsed　cases，　PWV

showed　the　same　course　as　initial　cases．

　　　The　presence　of　arteritis　ill　the　acute　phase　of　KD　was　suggested　as　the（me　of　the　causes

of　decreased　arterial　wall　stifflless　during　the　initial　3　years　after　onset，　while　obesity　and

hyperlipidemia　were　suggested　as　one　of　the　causes　4　years　or　more　aftel∂onset．　However，　the

evidence　of　a　gradual　increase　in　PWV　more　than　10　years　or　more　after　onset　suggests　KD　may

be　a　risk　factor　of　arteriosclerosis　on　further　long－term　follow－up　studies．　Further　study　of

patients　after　KD，　especially　adult　patients，　is　needed．
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