
日本小児循環器学会雑誌　13巻3号　444～450頁（1997年）

川崎病遠隔期冠動脈の血管内エコー所見と超高速CT所見の比較
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　超高速CT（EBT）の，川崎病遠隔期の冠動脈壁異常の描出能力を評価する目的で，血管内エコー

（IVUS）とEBTの所見を比較検討した．対象は27例の川崎病既往者で，検査時年齢15．3±3．2歳，川崎

病発症後平均12．5±3．0年間経過観察されてきた．IVUSにおける内膜肥厚（IMC：Intima・Media－

Complex）とEBTにおけるBIL（Bulge　in　late　phase：造影剤注入直後の血管径に比べ後期像で血管

が太く造影される）の検討において，BIL（＋）の39枝のIMC（0．67±0．30mm）はBIL（一）の15枝

のそれ（0．26±0．15mm）に比べ有意に厚く，　BILは内膜肥厚と関連していると考えられた．石灰化は

IVUSで，　A）点状石灰化4カ所，　B）線孤状石灰化9カ所，　C）狭窄部石灰化7カ所を認めた．　EBTで

は，A）1カ所（25％），　B）8カ所（89％），　C）6カ所（86％）を石灰化として認めた．以上の結果よ

りEBTは冠動脈血管内腔に加えて壁性状の情報提供が可能であり，遠隔期の冠動脈経過観察に有用で

あると認められた．

　　　　　　　　　はじめに

　川崎病の冠動脈障害では，遠隔期において造影上瘤

が縮小化したり，消失した後にも局所性狭窄の出現を

しばしば認める1）．この部を血管内エコー（IVUS：

Intravascular　ultrasound）で観察すると造影上は血管

壁が不整程度の軽微な所見部位であっても，IVUS上

は著しい石灰化や内膜肥厚が認められ2），将来，心筋虚

血に進行する可能性が示唆されるため，このような例

ではさらに長期の経過観察が必要と考える．最近，個々

の川崎病既往例における予後の推定に，IVUSによる

観察が有用であることが明らかにされた2）が，IVUSは

侵襲的で冠動脈スパスムやdissection等の危険性も

有り，またディスポーザブルのエコーカテーテルは高

価であるなどの欠点を有している．一方，造影上正常
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にみえる冠動脈あるいは軽微な所見を認める症例は多

数であり，このような症例の予後の推定のために全例

にIVUSを行うことは不可能である．代わって，侵襲

が少なく外来で簡便に血管壁および内腔の情報の得ら

れる可能性のある検査として，超高速CT（電子ビーム

CT：EBT二Electron　beam　computed　tolnogra－

phy）がある．今回は遠隔期冠動脈障害のスクリーニン

グとしてのEBTの有用性を評価するため，　IVUSと

EBTの所見を，同一例について比較検討した．

　　　　　　　　　対　　象

　対象は川崎病急性期経過後，造影により冠動脈障害

が経過観察されており，IVUSとEBTがほぼ同時期

に行われた27例で，男18例，女9例である．川崎病発

症年齢は，平均2．9±2．3歳，発症から初回造影までの

期間は平均1．4±2．3年，IVUS検査時年齢は平均

15．3±3．2歳，発症から今回の検査までの経過観察期間

は平均12．5±3．0年でこの時期に行われた冠動脈造影
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回数は平均4．4±1．0回であった．27例中，血管内エコー

カテーテルの挿入が可能であった冠動脈67枝（右冠動

脈23枝，左冠動脈前下行枝24枝，左回旋枝20枝）が観

察された．“正常冠動脈部位”の検討においては，川崎

病発症後6カ月以内に行われた初回造影で病変を認め

なかった冠動脈部位を対象とした．

　　　　　　　　　　方　　法

　血管内エコーカテーテルはCVIS社製，4．3Fr，

1，800rpm，30MHzを7例に，　Boston　Scientific社製，

3．5Fr．30MHzソニカテを20例に用い，　IVUS中の全

行程をVTRに収録した．

　EBTはイマトロン社製C－100またはC－150スキャ

ナーを用いた．撮影は造影剤注入前の単純像，ヨード

造影剤（イオパミロン370，12～1．4ml／Kg）急速注入

開始直後の造影早期像，注入後4分から15分後の後期

像を得るため，3時期のスキャンを行った．スキャン

時間は100msec，スライス厚は3または6mmとした．

　検討の対象は，IVUSにおいては内膜肥厚と石灰化

を，EBTにおいてはBIL（Buldge　in　late　phase）3）と

石灰化を比較した．BILは造影剤注入開始直後の血管

径に比べ注入後の後期像で同じ部位の血管が太く造影

される現象である（図1）．内膜肥厚は，IVUS中の全

行程を収録したVTRを，コンピューターを用いて

Intirna－Media－Cornplex（IMC：最内腔層から

sonolucent　zoneの下までの三層構造の厚さ）を計測

し，その値とEBT上のBILとの関連を検討した．

445　（43）

IMCの計測はそれぞれの病変部位および正常冠動脈

部位で，エコー先端のトランデューサーが冠動脈と同

軸となる位置を選んだ．BILの評価では造影早期と後

期で同一レベル，同一心時相での冠動脈が描出されて

いることが必要である．同一時相は心電図の同期によ

り得られており，同一レベルは撮影時の呼吸停止で得

られるが，今回の対象例では必ずしも呼吸停止は行わ

れておらず，同一レベルは読影により判断され，BIL

の評価の検討が可能であったのは54枝（80．6％）であっ

た．

　なお，IVUSとEBTの比較部位の一致性について

は，石灰化は点レベルで一致し得るが，IMCとBILに

ついては同一セグメント（AHA命名）において比較検

討した．

　IVUS上の石灰化は，“著しいエコー輝度の増強とそ

の後方にaccoustic　shadowを伴う所見”と定義）され

ており，この所見の部位におけるEBTの石灰化所見

（図2）の有無を検討した．EBTにおける石灰化の分

類は，黒江の分類3＞に従った．すなわち，0：石灰化の

みられないもの．1：線状あるいは点状の石灰化．

IIa：動脈瘤に伴う石灰化で，瘤全周の1／2に満たない

石灰化．Ilb：瘤全周の1／2以上を覆う石灰化等である．

　有意差検定にはStudent－t　test（p〈0．01），関連の有

無にκ2検定（p＜O．Ol）を用いた．

Onset　4y　5m ユ8y　6m

　曳羅
　　ee；

譲㌢c

図1　4歳5カ月時川崎病発症，18歳6カ月時IVUSおよびEBT施行．左：造影剤注

　入直後の早期像における冠動脈横断面（矢印）．右：後期像において冠動脈断面積が

　拡大したのが見られる（矢印．中央：同部位の血管内エコー図．内膜肥厚が見られ

　る．
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　　　　　　　　　　　　　図2　石灰化の分類
上列：IVUSにおける石灰化所見．　A：点状石灰化．　B：線弧状石灰化．　C：狭窄部石

灰化．下列：同部位のEBTにおける石灰化所見（B，　C）．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．IVUSの観察部位と内膜肥厚

　対象の27例における初回造影時の冠動脈障害は，セ

グメント狭窄：1例，局所性狭窄3例，瘤：17例，拡

大：10例である．経過観察中に，閉塞，再疎通，局所

性狭窄の出現および，瘤の退縮がみられ，IVUSと同時

期に行われた造影における所見は，閉塞1例，セグメ

ント狭窄6例，局所性狭窄10例，瘤，拡大の残存21例，

瘤がすべて消退し，造影上正常となったもの2例で

あった．カテーテルの挿入が可能であった67枝の造影

所見は50％以下の局所性狭窄7枝，瘤，および拡大28

枝，壁不整2枝，造影上異常を認めないもの34枝であ

る．

　IVUSによる観察部位は，局所性狭窄7カ所（IMC：

1．49±0．33mm），瘤または拡大29カ所（IMC：0．57±

0．21mm），瘤の退縮部位は44カ所（IMC：0．76±0．35

mm）で，“正常冠動脈部位”は71ヵ所（IMC：0．29±

0．14mm）である．正常冠動脈部位のうち，　IMC値が

0．35mm以上は18ヵ所（25．4％）あり，左冠動脈主幹

部に多く（66．7％）見られた．各部位でそれぞれの部

位に有意差（p〈0．01）が認められた．

　2．BILと内膜肥厚

　BILの評価が可能であった54枝（80．6％）中，　BILを

認めたのは39枝｛BIL（＋）群｝で，その平均IMCは

0．67±0．30mmであった．このうち，退縮ではなく発

症後一カ月目の初回造影で“正常冠動脈部位”に見ら

IMC
1　・2　［Mm

　1．0

0．8

0．6

0．4

0．2

P〈001

　　　　0．O　　　　　　　BIL（＋）　　　　BIL（一）

　　　　　図3　BILと内膜肥厚の関係

BIL（＋）：EBTにおけるBulge　in　late　phaseが見ら

れる群．BIL（一）：早期像と後期像で変化なし．IMC：

IVUSにおけるlntima－Media－Colnplexの値

れたものは3枝であった．BILを認めない15枝｛BIL

（一）群｝のそれは0．26±0．15mmで，両群間に有意の

差を認めた（p＜0，01）（図3）．またIMCが0，35mm以

上の内膜肥厚を示した枝はBIL（＋）群で36枝（92％），

BIL（一）群で3枝（20％）であった（p＜0．Ol）．

　3．石灰化

　IVUSにおける石灰化は内膜上に点状に存在する
“

点状石灰化”と最内腔層を線孤状に強度のエコー輝度

で覆う“線孤状石灰化”，および，局所性狭窄部に見ら

れる“狭窄部石灰化”が観察された（図3）（表1）．

IVUSで点状石灰化は4ヵ所，いずれも瘤の内膜に認

めた．EBTではそのうちの1カ所が分類1で認め，冠

動脈造影では石灰化像を認めなかった．
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表1　各検査における石灰化像の出現数

血管内エコー 超高速CT 極
冠動脈造影

点状石灰化　　　4 1（25％）

口
0（0％）

線孤状石灰化　　9 8（89％）
1　　7

11b　1
1（11％）

狭窄部石灰化　　7 6（86％）

1　：4

11a：1

Hb：1

4（57％）

（一）　　　0 5

口
0

　“線孤状石灰化”は9カ所に認め，血管横断面の1／

3周程度から全周を覆うもの（4カ所）まであり，カテー

テル引き抜きにおいて，比較的長く観察された．EBT

では8ヵ所（88．9％）で石灰化が描出され，その分類

は1が7カ所，Ilbが1カ所であった．血管造影では1

カ所のみ（11．1％）で石灰化像を認めた．

　IVUSで観察された7ヵ所の局所性狭窄の全てにお

いて石灰化が見られた．いずれも輝度の高い不整な線

弧が内腔最上層の全周（5例）あるいは2／3周（1例）

を覆い，カテーテル引き抜きによる石灰化の長さは短

いものから，かなりの長さを有するものまで存在した．

EBTでは，このうち6カ所（85．7％）が石灰化として

描出され，その分類は1群：4カ所，Ila群：1カ所，

IIb群：1ヵ所であった．造影では4カ所（57．1％）に

石灰化が認められた．EBTで描出されなかった1例

（図4）は，最も短い範囲の局所性狭窄で，この例は造

影上でも石灰化は認めなかった．

　IVUS上で認めた20カ所の石灰化は，瘤の退縮部位

や退縮後の狭窄出現部に14カ所，拡大の残存部に6カ

所であり，正常冠動脈部位の石灰化はなかった．

　また，別にEBTのみで石灰化様所見が5カ所で見

られ，すべて分類1であった．これら5カ所も瘤の退

縮や残存部位であり，著しい内膜肥厚を認めている．

IVUS上の石灰化を基準とした場合，　EBT上の石灰化

出現率は29．9％（左冠動脈22．7％，右冠動脈43．5％）

であった．

　　　　　　　　　　考　　案

　若年者の冠動脈内膜肥厚については，日本人では10

歳代より平滑筋増殖による内膜肥厚が形成されること

は，瀬漫性内膜肥厚として知られているが，その具体

的な厚さの報告は明らかでない．血管内エコーにおけ
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　　　　　　図4　EBTで狭窄部石灰化が描出されなかった1例．

川崎病発症2歳6カ月．初回造影2歳7カ月時．15歳9ヵ月時造影の際にIVUSが行

われ，その後EBTが行われた．
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る正常若年者の内膜の厚さについては，欧米人の30歳

以下で0．15mm未満との報告5｝があり，また20歳まで

の欧米正常人の最高値が0．235mmであった6）という．

今回の検討で0．35mm以一ヒを内膜肥厚として扱ったの

は，できるだけ生理的内膜肥厚を除外し，川崎病によ

る病的内膜肥厚のみを検討するのに充分な値と解釈し

た為である．

　EBT上のBILの機序は，心筋におけるlate
enhancement7）と類似の所見と考えられている．すな

わち早期像では心筋の造影は主に血管床の広さを反映

するが，後期像では造影剤は間質に漏出し平衡するた

め，線維化や細胞外スペースの広い状態がある場合，

後期相になると強く濃染する機序が，冠動脈壁におい

て見られたものであり，早期像で血管内腔を示した造

影剤が，後期相では組織的病変を有する冠動脈壁まで

濃染する状態をみていると考えられる．川崎病のBIL

について，黒江ら3）は造影上正常冠動脈にも36枝中6

枝（17％）に見られたと報告しており，吉林ら8）は大動

脈の断面積を早期像と後期像で計測し，造影上の冠動

脈障害例では，有意に早期像に比べ後期像で増加する

ことを認め，川崎病既往例では冠動脈障害が無くても

同様な傾向が見られたと報告している．

　今回の検討において，BILと内膜肥厚に有意な関係

があることが認められた．造影上の正常部位にもBIL

が認められ，その部位にIVUSで著明な内膜肥厚が見
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　図5　造影一ヒ正常冠動脈における内膜肥厚とBIL

2歳時川崎病発症，20歳4カ月時IVUSおよびEBT
施行．
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られている（図5）．川崎病の遠隔期予後が不明な現在，

BILが見られた例においては，さらに長期の経過観察

を続ける必要があると考える．

　EBTにおける石灰化所見を，成人の動脈硬化性冠動

脈病変のスクリーニングに用いる試みが近年注目され

てきている8）9）．いずれもEBTヒの石灰化が冠動脈造

影で有意な障害を示す鋭敏度は高い（88～97％）が，

特異度は低い（41～55％）傾向が見られ，これは対象

が高年齢であるため偽陽性としての石灰化像が多いと

考えられる．しかし，もしIVUSで観察されたら，こ

れらの偽陽1生と判断された部位に病変を認める例が多

いと考えられている8）が，現在までに，IVUSを基準と

してEBTの有用性を評価した報告はなく，今回のわ

れわれの検討が初めてである．

　川崎病の冠動脈障害例については，黒江3）が74例に

おける検討で，EBTにおける石灰化の出現率は左冠動

脈が50．0％，右冠動脈で36．5％と報告している．今回

の検討は，冠動脈障害の比較的軽度のものや瘤の退縮

例，および正常冠動脈を選んで対象とした為，石灰化

を伴う例が少なく，また伴っても軽度で微小な石灰化

が多く，EBTにおいて呼吸運動による位置ずれや断面

の厚さによる部分容積効果のために描出され難かった

可能性が考えられる．シネアンギオ上の石灰化出現率

7．5％から比べるとEBT上の石灰化は29．9％と充分

に高いものであった．EBTで最も検出率の低い点状石

灰化は瘤内の微小血栓が石灰化したものと考えられ，

このような所見が今後，臨床上問題になることは線弧

状石灰化に比してあまり無いであろうと考える．なお，

進行性の局所性狭窄の1例がEBTで描出されなかっ

た点については，検査条件などを検討する必要がある

と考える．IVUSで認めずEBTで見られる石灰化に

ついては，CTアーチファクトの可能性もあるが，血管

内腔でなくエコーがとどかない動脈瘤外壁の石灰化も

考えられ，またEBT上の不鮮明な石灰化は今後の経

過で石灰化の有無が判明すると考える．吉林ら川の検

討では，EBTで石灰化を認めた冠動脈の97％は造影上

なんらかの障害を有していたが，一度も拡大形成の見

られなかった“正常冠動脈”の38例中1例にも，石灰

化を認めている．今回は検討例が少なく，石灰化は総

て瘤残存部や造影上正常化した瘤の退縮部および退縮

後の狭窄出現部に見られ，“正常冠動脈部位”には認め

なかった．

　いずれにせよ，EBTは血管壁性状および内腔の情報

を提供することが可能であり，遠隔期川崎病冠動脈の
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経過観察，とりわけ軽微な冠動脈障害例や造影上正常

化した例において，有用であると考えた．

　検討の限界

　EBTにおいて，局所性狭窄や血管分岐部の限局した

高度内膜肥厚部位を正確に描出するのは困難である．

また石灰化は別とし，IVUSにおけるIMCとEBTに

おけるBILの観察点が厳密に一致しているという保

証は得難い．しかし局所性狭窄以外の内膜肥厚は長い

範囲で同程度に認められ，局所性狭窄周辺にも少なく

とも中等度以上の内膜肥厚の領域が存在しており，セ

グメントレベルの一致におけるIVUSとEBTの比較

で，内膜肥厚の有無のスクリーニングには有用と考え

た．さらにBILの問題点は，早期像と後期像が同一時

相，同一レベルで撮影されていなければならない点で

ある．厳密には心電図同期しても，心拍数の変化や

R－R間隔の不整により，時相が微妙にずれる可能性が

あり，同一レベルについては呼吸停止しても，停1ヒ時

の吸気の深さが早期と後期で同じである保証はない．

したがってスクリーニングとしてのBILの有用性が

問題となるが，今回の検討ではBILの評価可能な血管

は80％であり，その中でも軽度内膜肥厚におけるBIL

の評価はEBTの分解能の及ぶところではなく，　IMC

が0．35mm以上の内膜肥厚を検討した場合には鋭敏度

92％，特異度89％であった．これらの問題点は今後，

EBT撮影時の呼吸停止の併用や，年余を経て複数回ま

たは，複数方向の撮影を行って総合診断することで，

かなりの程度までカバーし得る可能性があると考え

る．
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Comparing　the　Coronary　Arterial　Findings　on　Intravascular　Ultrasound　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Electron　Beam　Tomography

　　　　　　　Atsuko　Suzuki1），　Etsuko　Tsuda2），　Shinya　Tsukano2｝，

　　　　　　　　　　　　Tetsuro　Kamiya2）and　Hiroaki　Naito3）

　　　　　　　　i｝Department　of　Pediatrics，　Tokyo　Teishin　Hospital

　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Center

3）Department　of　Biomedical　Education　Research　Center，　Osaka　University

　　　For　the　purpose　of　assessing　the　validity　of　electron　beam　computed　tomography（EBT）to

evaluate　the　coronary　arterial　wall　abnormalities　due　to　Kawasaki　disease，　EBT　findings　were

compared　with　intravascular　ultrasound（IVUS）findings　in　27　patients．　Their　mean　age　at　the

examination　was　15．3±3．2years，　and　the　length　of　follow－up　Period　was　12．5±3．Oyears　on

average．

　　　On　EBT，　bulge　in　late　phase（BIL），　which　means　an　increase　of　the　coronary　arterial

diameters　in　the　late　phase　in　comparison　to　those　on　the　initial　images　following　the　injection

of　contrast，　was　observed　i1）39　coronary　arteries（BIL十group），　while　on　15　vessels　BIL　was　not

evident（BIL－group）．　Intima－media－complex　thickness　assessed　by　IVUS　was　O．67±0．30　mm

in　the　group　of　BIL（十）group，　and　was　significantly　thicker　than　that　of　BIL－group：0．26±

0．15mm（p＜0．01）．　Thus　BIL　was　considered　to　represent　prirnarily　fibroblastic　thickening　of

the　vessel　wall．

　　　Calcification　of　coronary　arteries　on　IVUS　is　diagnosed　by　increased　echo　density　with

acoustic　shadow．　Three　types　of　calcification　were　demonstrated　by　IVUS，　including　type　A：

srnall　calcification　spots（4　spots），　type　B：linear　arch　form　calcification　in　the　most　inner　layer

（，f　the　arterial　wall（91esions），　and　type　C：calcification　of　the　localized　stenotic　sites（71esions）、

Of　these　calcified　lesions，1spot（25％）of　type　A　lesions，8（89％）of　type　B　lesions　and　6（86％）

of　type　C　lesions　were　demonstrated　by　EBT．

　　　In　conclusion，　EBT　frequently　revealed　intimal　thickening　of　the　coronary　arteries　which

were　either　not　apparent　or　considered　to　be　associated　with　only　minimal　changes　on　coronary

arteriography，　and　calcification　of　the　coronary　Iesions　which　were　confirmed　by　IVUS　was

readily　diagnosed　by　EBT　as　wel1．　Thus，　EBT　was　considered　to　be　one　of　the　useful　n（m　invasive

means　of　evaluating　the　c（）ronary　arterial　lesions　in　the　long－term　follow－up　patients　with

Kawasaki　disease．
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