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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病急性期に血管炎および心筋炎を示唆する所見を認め，発症3カ月時に施行した心臓カテーテ

ル・心血管造影検査にて左冠状動脈領域の微小血管叢及び早期に冠状動脈への灌流を伴う微小血管叢が

認められた6歳11カ月男児の川崎病既往児を経験した．成人領域では冠状動脈造影検査時に冠状動脈よ

りの微小血管叢の存在が認められることが稀にあり，その殆どが冠状動脈痩を含む冠循環発生異常であ

るとされている．一方，川崎病の急性期には血管炎の他にかなりの頻度で間質性心筋炎及び心内膜炎が

併発することが報告されている．本症例では，微小血管叢と心内腔及び周囲大血管との交通が認められ

ないなど典型的な冠状動脈痩とは形態が異なっており，川崎病の急性期において間質性心筋炎を併発し，

その後冠状動脈短絡の形成がなされ造影上微小血管叢として認められた可能性も否定できないと思われ

た．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：6歳11カ月男児．

　家族歴・既往歴：特記すべきことなし．

　現病歴：発熱，腹痛，嘔吐を主訴に近医受診，急性

胃腸炎と診断され輸液，抗生物質の静注による加療さ

れていた．しかし，その後も発熱が続き，また躯幹部

の発疹，尿量の減少が認められるようになり，急性腎

不全の合併を疑われ，第5病日に当科へ紹介され入院

となった．

　入院時所見：身長119．7cm，体重24．Okg，体温

39．4℃，全身性の紅斑，眼球結膜の充血，口唇・口腔

の発赤腫脹，リンパ節腫脹等の諸症状が認められた．

　入院時検査所見：血液検査（表1）ではCRP値が

23．4mg／d1と高値を示し，また，血清アルブミン値が

2．9mg／dlと低アルブミン血症が認められた．胸部X

線写真（図1），心電図検査（図2）では異常所見は認
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められなかったが，フクダ電子社製VCM3000を用い

た加算平均心電図（図3）ではfQRSd＝124msec・

RMS40＝14．8μV・LAS40－28msecであり，当科の異

常判定基準（fQRSd：115msec未満，　RMS40：20μV

未満，LAS40：30msec未満）1）との比較にて，伝導遅延

および心筋電力の低下が認められた．一方，心エコー

検査では左心機能および左室壁運動に異常は認められ

ず，心嚢液の貯留も認められなかったが，右冠状動脈

seg　1～2に軽度の拡張所見（径3．5mm）が認められた

（図4）．

　上記の臨床症状，検査所見より川崎病と診断，直ち

にγグロブリン5g／日・5日間の点滴静注及びアスピ

リン30mg／kgの内服にて治療を開始した．しかし発熱

及びCRPの高値は入院11日目の第15病日まで持続し
た．

　心エコー検査による観察では，左右冠状動脈ともに

最大4．5mm（10病日）までの拡張を認めたが，以後は

冠状動脈拡張所見は徐々に軽快，発症3カ月時には左

右冠状動脈には異常所見は認められなくなった．しか

し，同時期に施行した塩酸ドブタミン（DOB）負荷99m
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表1　入院時検査所見

WBC　10，600／μ1

GPT　271U／l　GOT　321U／l

T－Bil　O．4mg／dl

GLU　97　mg／dl

Na　130　mEq／l

CRP　24．3　mg／dl

IgG　880　mg／dl

アルドラーゼ7．91U〃

RBC　473×104／μl　Hb　12．6g／dl　Ht　36．9％

　　　　　LDH　3201U〃　　CPK　391U／l

BUN　7　mg／d］　CRE　O．7mg／dl　TP　6．Og／dl

PH　7．5比重1．015

Na　72．3mEq〃

UN　925　mg／dI

　Plt　33．1×104／μl

AMY　481U／／

ALB　2．9g／gl

K2．8mEq／l　CL　92　mEq／l　Ca　8．7mg／dl

ESR　16　mm／hr

IgA　75．OIng／dl　IgM　183　mg／dl　ASL　20．〔〕IU／ml

　　　HBDH　1811U／l　ET－13．34　pg／m1

　　　　　　　　　　入院時尿検査

　　蛋白（一）　糖（一）　URO（一）　Bi1（一）　潜血（＋1）

K14．4mEq／l　CL　84．3mEq〃

CRE　51．1mg／dl　β2MG　4，970μg／dl　NAG　l8．5Ul

図1　入院時胸部X線写真．

Tcテトロホスミン心筋シンチグラム（図5）にて，後

壁中隔側に低吸収領域を認め，心筋虚血の存在が示唆

された．このため発症より3カ月の時期に心臓カテー

テル・血管造影検査を施行した．なお，それまで心筋

虚血，梗塞を疑わせる臨床症状および検査所見はなく，

また経過中に行ったDOB負荷による心室遅延電位・

体表面電位図2ト4）の検討にても心筋虚血を示唆する所

見は認められなかった．

　左室造影にて左室壁運動及び左室収縮能に異常は認

められなかった．右冠状動脈造影では，病初期に心エ

コー検査にて認められた冠状動脈拡張所見は認められ

ず，造影上異常所見は認められなかった．

一方，左冠状動脈造影（図6）では，前下行枝seg6の

分枝より末梢側で多数の雲霞状に広がる血管群及びそ

れを介し早期に冠状静脈に灌流する微小血管叢が認め

られた．しかし，冠状動脈の拡張・狭窄病変は認めら

れず，また冠状動脈より心内腔あるいは肺動脈・大動

脈への直接的な灌流も認められなかった．
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図2　入院時心電図．

　　　　　　　　　　考　　察

　冠状動脈造影時に認められる異常血管群としては，

胎児循環の遺残であるThebesian　vein6）を含めた冠状

動脈痩が最も頻度が高く，成人例にて狭心症等胸痛発

作や心筋虚血の精査時にしばしば認められている6）．

ただし，Thebesian　veinは冠状動脈capillary　bedを
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Mag　20μV

　　　　　図3　心室遅延電位図（SAE）

f－QRsd（Filted　QRS　duration　time）＝124msec，

MRS40（Last　40msecのro〔）t　mean　squa「voltage）＝

14．8μV，LAS（under　40μVduratioR　time）＝28msec

と3項目中2項口（f－QRSd，　RMA40）にて陽bth所見を

認めたが，退院後遠隔期にすべての項目にて陰性化を

認めた．

通じて心室・心房に直接開孔6けるのに対し，本症例で

は冠状静脈に早期に灌流しており，典型的な冠状動脈

痩とは異なると考えられる．

　一方，川崎病では冠状動脈を含む中小動脈に対する

血管炎の他に，血管周囲の浮腫・炎症を伴い微小冠循

環障害を併発したり8｝9），比較的高頻度に間質性心筋炎

及び心内膜炎を引き起こす9）1°）ことが報告されてい

る．

　本症例の原因としては，先天的血管異常および川崎

病に合併して二次的に発生した可能性が示唆される．

心電図並びに血液学的検査では，心筋炎を疑わせる所

見は認められないが，急性期に施行した加算平均心電

図にて伝導遅延および心筋起電力の低下が認められて

いる．これは，同時期における心筋炎の存在を示唆す

ると考えられll），血管周囲に問質性心筋炎を併発した

ことが推察される．

　手元の文献では川崎病と冠状動脈痩ならびに問質性

心筋炎と新生血管について言及したものは見あたらな
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図4　入院時心エコー検査

上：右冠動脈，下：左冠動脈

L

いが，心筋梗塞などの血管閉塞を来たした場合では，

側副血行路及び新生血管の発育が認められており12），

川崎病においても，問質性心筋炎などの炎症により微

小血管の閉塞が生ずれば，血管閉塞に起因して新生異

常血管叢の形成が起こる可能性も考えられる．

　以上考察より，本症例の場合，川崎病急性期に生じ

た血管炎ならびに間質性心筋炎により異常血管叢が形

成され，造影検査上微小血管叢と冠状静脈への早期灌

流が認められた可能性も否定できないと思われる．

　なお，急性期以降に施行した加算平均心電図ではい

ずれも陰「生であり，心筋炎は可逆性であったと考えら

れる．

　また，本症例では血管造影検査ヒ狭窄性病変を伴わ

ないにもかかわらず，DOB負荷心筋シンチグラムで低

冠流領域を認めている．近年，薬物・運動負荷心筋シ

ンチグラムで微小循環障害に起因すると思われる低灌

流領域を示すも，冠状動脈造影上で狭窄性病変を認め
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　　　　　　　　図6　選択的左冠動脈造影（発症3カ1」後）

左前ド行枝seg6の分枝kり末梢側で多数の雲霞状に1ムがる血管叢及びそれを介L早

期に冠動脈に灌流一9る異常血管群が認められる．

ない川崎病既往時が報告されているs）13114）．本例の

DOB負荷心筋シンチグラムでの低灌流領域は後壁中

隔側であり，造影検査ヒの異常血管叢分布と必ずしも

一一 致しておらず異常血管叢の貞王の関与は考えにく

い．しかし，低還流領域の出現は検査精度の問題とす

る一一方，冠動脈造影検査ヒ描出されていないが，川崎
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病に伴う微小循環障害8）13）1‘）の可能性も否定できない

と思われる．

　　　　　　　　　　結　　語

　川崎病発症3カ月時に施行した心臓カテーテル・心

血管造影検査にて左冠状動脈領域の微小血管叢及び早

期に冠状動脈への灌流への灌流を伴う微小血管叢が認

められた1男児例を経験した．本症例では，川崎病急

性期にて間質性心筋炎を併発，冠状動静脈短絡の形成

がなされ，造影検査上微小血管叢として認められた可

能性も否定できないと思われた．

　本症例の要旨は第16回川崎病研究会1996年山口・宇部に

て報告した．
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ACase　of　Kawasaki　Disease　with　Anomalous　Coronary　Microvascular　Plexus　in

　　　　　　　　Left　Coronary　Artery　Lesion　Shunting　to　Coronary　Vein　in　the

　　　　　　　　　　　　　　　　Early　Phase　on　the　Coronary　Angiography

Takashi　Ohikubo，　Shunnichi　Ogawa，　Nobuyuki　Takechi，　Yukio　Kuramochi，

　　　　　　　　　　　　　　Tsuneo　Hirayama　and　Masao　Yamamoto

　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Nippon　Medical　University

　　　We　report　a　boy　aged　of　6　years　and　ll　months　who　had　vasculitis　and　myocarditis　in　the

acute　phase　of　Kawasaki　disease（KD）．　An　anomalous　coronary　microvascular　plexus　was　seen

left　coronary　angiography　at　3　months　after　the　acute　phase．

　　　In　adults，　an　anomalous　coronary　microvascular　plexus　is　rarely　found　on　coronary　angiogra－

phy，　and　most　of　these　lesions　are　congenital　anomalies　such　as　coronary　fistula．　On　the　other

hand，　mild　and　reversible　interstitial　myocarditis　and　endocarditis　has　been　reported　occurring

frequently　during　acute　phase　of　K．D．　In　our　case，　there　were　no　connections　from　the　micro－

vascular　plexus　to　the　cardiac　chambers　and／or　great　arteries．　We　suspected　that　this　anomalous

coronary　microvascular　plexus　developed　after　interstitial　involvement　in　the　acute　phase　of　K．

D．
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