
はじめに

川崎病1）では，冠状動脈炎に基づく拡張性病変がしば

しばみられる．これらは時に動脈瘤に至り，この血栓

性閉塞による虚血性心疾患が，本症罹患児死因の大部

分を占めている2）～4）．

一方，村田ら5）～7）は川崎病罹患児糞便より分離培養

した Candida albicans（以下， C. albicans）菌体抽出物を

マウス腹腔内に接種し，形態学的に川崎病の冠状動脈

炎にきわめて類似する動脈炎を作ることに成功した．

我々は川崎病冠状動脈病変のモデルとしての確立を目

指し，本実験系を用いて様々な検索を続けている．し

かし，冠状動脈瘤形成や拡張の有無を単なる組織学的

検索のみで確認することはマウスの様な小動物では困

難であり，血管径計測に基づく詳細な検討が必要と考

えてきた．これに対して，Lactobacillus casei を用いマウ

ス冠状動脈炎を作製した Lehman8）9）をはじめとする従

来の報告10）11）では動脈瘤形成について言及してはいる

ものの，それらは単なる組織学的観察のみで感覚的に

瘤形成ととらえているに過ぎなかった．そこで，本実

験系の冠状動脈炎部における動脈瘤ないし動脈拡張の

有無を形態学的に確認する為，冠状動脈の連続切片を

作製し動脈径の計測を行った．さらに，動脈拡張に関

わる組織学的諸因子について検討を加えた．

材料と方法

1．使用動物

雄性CD-1 マウス（4週齢， Charles River Japan 社，

厚木，n=11）を用いた．

2．C. albicans 菌体抽出物の作製

川崎病罹患児糞便から分離した C. albicans（MCLS-

6）をサブロー 2％グルコースブイヨンにて 37℃，72

時間静置培養．遠心分離し集菌後，菌体成分を 0.5 M

KOHで抽出した．これを中和後，蒸留水で透析し，濃

縮．エタノールを添加し析出させ，洗浄，乾燥し白色

粉末状の物質を得た．本菌体抽出物を PBSに懸濁し

20 mg�ml となるように調製して実験に用いた．
3．接種方法

懸濁液を 1回当たり 0.2 ml（菌体抽出物 4 mg相

当）ずつ実験第 1週および第 5週にそれぞれ連続 5日
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間マウス腹腔内に接種した．

4．病理組織標本作製

第 9週に心臓採血にて屠殺し，直ちに剖検．心臓を

摘出し，左室前壁で左心室から大動脈にわたる縦切開

を加え，心臓を開いた状態で 10％ホルマリン液にて固

定した．血管径計測に際しては，血管を灌流固定ある

いは加圧固定して検索するのが一般的であるが，川崎

病剖検例や他の川崎病動脈炎モデル8）～11）ではこれらの

固定法が行われていないことから，本研究においても

意識的に日常の固定法で処理することとした．また，

動脈径と同時に冠状動脈起始部からの距離を正確に計

測できるようにする為，実体顕微鏡下に冠状動脈起始

部を確認しながら冠状動脈を長軸方向に切り出した

（図 1）．型の如く脱水，包埋し，起始部を含む厚さ 4

µmの連続切片を作製してHematoxylin-eosin 染色
（HE），elastica van Gieson 染色（EvG）を交互に施し

た．

5．病理組織学的検討

動脈炎発生の認められなかった 5匹のマウスから得

られた冠状動脈のうち，連続性の追跡が可能であった

6本（左冠状動脈 2本，右冠状動脈 4本）を「対照群」

とし，冠状動脈各部位の正常構造を観察した．一方，

6匹のマウスから得られた 7本の冠状動脈（左冠状動

脈 2本，右冠状動脈 5本）では動脈炎発生がみられ，

これらを「動脈炎群」とした．動脈炎群では，内膜，

内弾性板，中膜，外弾性板，外膜等の血管構築の障害

の程度と同部に出現した浸潤細胞の詳細について検討

した．

6．冠状動脈径の計測

EvG染色を施したすべての切片上で冠状動脈起始

部から 100 µm毎に心筋層内に入るまでの冠状動脈径
を以下のように計測し両群間で比較した．すなわち，

冠状動脈各部位における内弾性板と対側の内弾性板と

の距離を画像解析装置（BILD�2 D，Computer Build
社）を用いて計測し（図 2），同一部位における最大の

計測値をもって「内径値」とした．また，検索に際し

「冠状動脈起始部」とは，大動脈から冠状動脈への移行

部で大動脈の中膜弾性線維が急激な屈曲を示す部位と

定義した．

次に，マウス個体差や冠状動脈の左右差を除外する

ため，冠状動脈起始部内径値に対する各計測部内径値

の比（各計測部内径値�起始部内径値）を「内径比」と
し，相対的な内径の変化について両群間で比較検討し

た．

7．内径変化率

動脈炎群において，隣接する 2カ所の内径の変化の

割合を以下の計算式で求め，前後 2点間における拡張，

狭小化の程度をより詳細に検討した．

内径変化率＝［（部位（a）における内径値）－（部位

（a）より 100 µm末梢部位（b）における内径値）］�（部
位（a）における内径値）（図 3）．

さらに，各計測部位の内径変化率と病理組織学的所

見，特に血管拡張に大きく関与すると思われる，

（a）内弾性板の断裂，

（b）中膜平滑筋細胞の消失，

（c）外弾性板の断裂，

（d）外膜の高度の炎症細胞浸潤，

日小循誌 16（ 6），2000

図 1 冠状動脈の切り出し

左室前壁で左室から大動脈にわたる縦切開を加え，左

室を開いた状態でホルマリン固定．実体顕微鏡下で冠

状動脈起始部を確認しながら長軸方向に切り出した．

図 2 冠状動脈内径計測方法

EvG染色を施した標本を用いて，冠状動脈起始部から

100 µm毎に内弾性板と内弾性板との距離を計測した．
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との関連を検討した．

成 績

1．病理組織学的所見

対照群では，内膜は 1層の内皮細胞と僅かな線維で

構成され，内膜肥厚は認められなかった．大動脈にみ

られた十数層の中膜弾性線維は，冠状動脈起始部で急

激にその数を減じ，冠状動脈の内弾性板ならびに外弾

性板へと移行していた．中膜には 1層から数層の平滑

筋細胞の規則的な配列がみられた（図 4）．

一方，動脈炎群では好中球，組織球，リンパ球を主

とする炎症細胞浸潤が冠状動脈全層に及ぶ汎動脈炎の

像が認められた．特に上記の炎症細胞浸潤と共に，内

膜は細胞線維性に肥厚していた．内弾性板は伸展され

るが，その多くは確認可能で，断裂は一部に限局して

みられたにすぎなかった．中膜では平滑筋細胞が減少，

消失していたが，浸潤した炎症細胞のためむしろ肥厚

してみえた．なお，炎症細胞浸潤の高度な部位では，

著しい外弾性板の断裂が認められた．外膜では，著明

な炎症細胞浸潤をみる一方で，線維の増生も観察され

た（図 5）．以上の変化は冠状動脈起始部でより顕著で

あるものの，心筋層外の冠状動脈全域にわたりびまん

性に認められた．また，検索した 7本の冠状動脈中 3

本では軽度ないし中等度のフィブリノイド壊死を伴っ

ていた．

2．内径値および内径比

内径値は動脈炎群，対照群ともに起始部から末梢に

向かい漸減していた．両群共に動脈瘤を思わせる著明

な限局性拡張は認められなかった．しかし，動脈炎群

の内径値は全計測部位で対照群のそれよりも大きな値

を示した（図 6）．一方，内径比も動脈炎群の方が対照

群よりも全ての部位で高値であった（図 7）．特に，起

始部近傍に着目した場合，対照群の冠状動脈は起始部

から 300 µmの部位で内径比が 0.25±0.12（mean±
SD），つまり起始部内径のほぼ 1�4 の太さにまで急激
に細くなり，これよりも末梢では緩徐に細くなるのに

対して，動脈炎群では 300 µmを経てもなお 0.6±0.12
の太さであり，起始部近傍における狭小化の程度は有

意に軽度であった（p<0.01）．冠状動脈起始部近傍の血

管拡張について模式化した図を示す（図 8）．

3．内径変化率

動脈炎群において冠状動脈各部位の内径変化率と病

理組織学的所見との関連について検討した．その結果，

（a）内弾性板の断裂がある場合の内径変化率は 0.06±

0.04 であるのに対し，断裂がない場合には 0.16±0.11

図 3 冠状動脈内径変化率

図 4 対照群冠状動脈組織像

（a）対照群冠状動脈，×100，EvG染色

冠状動脈内径は起始部近傍で急激に減少し，心筋層内

へ移行する．冠状動脈起始部を矢印で示す．

（b）対照群冠状動脈，×400，EvG染色

冠状動脈起始部では，大動脈から移行した中膜弾性線

維が徐々に減少し，内弾性板および外弾性板に移行す

る．中膜には 2～3層の平滑筋細胞の配列が認められ

る．
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であった．以下，順に内径変化率は，（b）中膜平滑筋細

胞の消失あり：0.13±0.09，なし：0.19±011，（c）外弾

性板の断裂あり：0.10±0.07，なし：0.20±0.11，（d）外

膜の高度な炎症細胞浸潤あり：0.16±0.11，なし：0.18

±0.11 であった（図 9）．以上のことから外弾性板の断

裂，および中膜平滑筋細胞の消失がみられた部位で内

径変化率は有意に低値を示し（p<0.05），内弾性板の断

裂がみられた場合に内径変化率は小さくなる傾向に

あった．すなわち，これらの形態学的変化がある場合

に拡張性変化が生じるといえる．しかし，外膜の高度

の炎症細胞浸潤の有無と内径変化率との間に明らかな

関連性は認められなかった．

考 案

川崎病は，系統的に血管炎が存在することがわかっ

ており，中でも冠状動脈炎に基づく動脈瘤形成が特徴

的である．我々は長年，川崎病剖検例の病理組織学的

検討を続ける一方で，村田らが開発した C. albicans 菌

体抽出物によるマウス系統的動脈炎モデルを用い様々

な検討を行っている．本動脈炎モデルでは，川崎病と

同様に冠状動脈が最も高頻度に侵襲され，この他に低

頻度ながら腎動脈や精巣周囲の動脈，腹部大動脈など

が侵襲される．これらの動脈炎は組織学的に川崎病と

極めて類似する増殖性肉芽腫性炎の像を呈する．しか

し，冠状動脈瘤あるいは拡張の有無について一枚の標

本の単なる組織学的検索のみで言及することは，マウ

スの様な小動物では困難であり，病変部血管径の計測

に基づく詳細な検討が必要と考えてきた．Lactobacillus

casei を用いマウス冠状動脈炎を作製した Lehman を

はじめとする従来の報告では動脈瘤形成について言及

してはいるものの，それらは単なる組織学的観察のみ

で感覚的に瘤形成ととらえているに過ぎなかった．そ

こで我々は，本動脈炎モデルの病変部における冠状動

脈瘤ないし拡張性変化の有無を確認する為，冠状動脈

の連続切片を用い，動脈径計測に基づく詳細な検討を

試みた．さらに，拡張に関わる組織学的因子について

検討を加えた．

血管径計測に際しては，血管を灌流固定または加圧

固定した上で，血管が輪切りになるように標本を作製

する方法が一般的に用いられる．しかし，川崎病剖検

例や冠状動脈拡張をみたとされる他の川崎病動脈炎モ

デルの報告においてはこれらの固定法が行われていな

いことから，今回の検討は日常の固定法で行うことと

した．また，マウスの様な小動物で血管が輪切りにな

るように標本を作製した場合，血管径の計測は可能で

あっても冠状動脈起始部からの距離を正確に計測する

ことは非常に困難となる．そこで，本研究では冠状動

脈を長軸方向に切り出し，その連続切片を作製するこ

とで内径と同時に冠状動脈起始部からの距離も正確に

計測できるようにした．この方法により冠状動脈起始

部からの連続的な観察が容易となり，拡張の有無だけ

でなく拡張に関与する組織学的な因子についても検討

することが可能となった．

実験の結果，動脈炎群では明らかな瘤形成は認めら

れないものの冠状動脈起始部から続く円筒状の拡張が

生じていることが明らかとなった．拡張が確認された

部分では，好中球，組織球，リンパ球を主体とする汎

図 5 動脈炎群冠状動脈組織像

（a）動脈炎群冠状動脈，×100，EvG染色

心筋層外冠状動脈に全層性汎血管炎が認められ，内径

は円筒状に拡張．内膜の細胞線維性肥厚による内腔狭

窄と内，外弾性板の不規則な断裂がみられ，外膜には

炎症細胞浸潤と共に線維増生が認められる．冠状動脈

起始部を矢印で示す．

（b）動脈炎群冠状動脈，×400，EvG染色

好中球，組織球，リンパ球浸潤が全層性にみられ，内

弾性板の一部断裂や外弾性板の不規則な断裂が認めら

れる．中膜の平滑筋細胞の消失がみられる．
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動脈炎を呈しており，内弾性板の伸展と一部断裂，中

膜平滑筋細胞の減少や消失，そして外弾性板の著明な

断裂がみられた．また，外膜には著明な炎症細胞浸潤

がある一方で線維の増生を認めた．以上の変化は心筋

層外の冠状動脈全域に亘って観察された．

次に，隣接する 2点の内径変化率を検討した．変化

率がマイナスを示した場合は，末梢側が中枢側よりも

太く，拡張性変化が存在することを意味し，プラスで

あった場合には，変化率が小さい程，冠状動脈狭小化

の程度が軽度，つまり内径がそのまま保たれるという

ことを意味する．今回の検索ではマイナス値はなかっ

た．しかしながら，外弾性板の断裂，中膜平滑筋細胞

の消失が生じていた部位の内径変化率は，これらの変

化がない部位の内径変化率よりも有意に低値を示して

いた．また，内弾性板の断裂がみられた部位でも内径

変化率は小さくなる傾向にあった．これらのことより

本動脈炎モデルにおける冠状動脈拡張には，内外弾性

板の断裂，中膜平滑筋細胞の消失による動脈壁の脆弱

化が重要な因子となることが推測できた．

一方，川崎病における動脈瘤形成機序については増

田ら12）～16）の報告に詳しい．それによれば，動脈拡張は

動脈の既存構築を破壊する強い汎動脈炎に起因し，特

に内弾性板の離開，断裂が動脈の拡張に重要な因子に

なるという．また，川崎病で特徴的な「風船状拡張」と

表現される�状動脈瘤の形成には，汎動脈炎が血管全
周に及び，かつ分節状に生じることが必要である．

以上の事項をふまえ，本動脈炎誘発モデルと川崎病

動脈炎との相違点について言及してみると，本モデル

図 6 冠状動脈内径平均値

図 7 冠状動脈内径比
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でも川崎病と同様，心筋層外の冠状動脈に増殖性汎動

脈炎が生じ，さらには軽度ながら動脈炎に起因する動

脈の拡張がもたらされる．しかし，本モデルの拡張は

起始部から連続する同心円状の円筒状拡張であり，川

崎病でしばしばみられるような�状動脈瘤の形態をと
ることはなかった．拡張が軽度であった理由として本

モデルでは，瘤形成に重要な因子と考えられる内弾性

板の断裂が一部に限局しているのみで，そのほとんど

は伸展にとどまっていること，外膜は著明な炎症細胞

浸潤を認めると共に線維の増生を来しており，これが

破綻に向いている動脈壁を外膜側から補強するように

働いている可能性があること等が挙げられる．さらに，

血管壁にかかる張力は血管半径と血圧の積で表される

が，ヒトと比較して冠状動脈半径が小さく，血圧も低

いマウスでは動脈壁にかかる張力はかなり小さいと考

えられ，このことも拡張が軽度にとどまった理由のひ

とつであろう．また，いわゆる風船状拡張と表現され

る�状動脈瘤ではなく円筒状拡張を来した理由とし
て，炎症が分節状ではなく心筋層外の冠状動脈の全域

に亘って生じていたこと等が考えられる．さらに，冠

状動脈拡張病変の発生部位も川崎病と本実験系では若

干異なり，川崎病では冠状動脈病変が冠状動脈起始部

よりもやや末梢から生じるのに対して，本実験系では

冠状動脈起始部から始まる．この理由のひとつとして，

ヒトとマウスの冠状動脈起始部における解剖学的差異

を考えたい．すなわち，ヒトと比較してマウスでは弾

性型動脈から筋型動脈への移行が急激に起こるため，

冠状動脈起始部における中膜弾性線維が乏しく，拡張

が起こりやすいものと考えられる．

結 論

C. albicans 菌体抽出物を用いたマウス動脈炎誘発モ

デルにおける冠状動脈拡張病変について検討した．本

実験系では，川崎病にみられるような�状動脈瘤の形
成は認められない．しかしながら，川崎病と同様の機

序，すなわち動脈炎に起因する血管壁障害に基づく円

筒状の拡張が生じていた．この動脈拡張には内，外弾

性板の断裂と中膜平滑筋細胞の消失が関与していると

推測された．マウスのような小動物においてこの様な

血管拡張を確認するためには単なる組織学的観察のみ

図 9 内径変化率と組織学的所見

図 8 冠状動脈拡張の模式図

動脈炎群では冠状動脈起始部近傍の拡張が認められ

る．
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では不十分であり，血管径計測に基づく詳細な検討が

必要であると考えられた．

本研究の一部は，平成 9年度および 11 年度東邦大学医学

部プロジェクト研究費（9－12，11－45）によって遂行され

た．
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Coronary Aneurysm and Dilatation in Experimental Coronary Arteritis in Mice

Toshiaki Oharaseki, Kei Takahashi, Megumi Wakayama, Kazutoshi Shibuya,
Hitomi Yamada, Hisao Murata and Shiro Naoe

Department of Pathology, Ohashi Hospital, Toho University School of Medicine

Kawasaki disease（KD）is the most frequently reported with systemic vasculitis in childhood.
Coronary artery is the remarkably common site involved in KD, and arteritis occasionally leads to
coronary dilatation or aneurysm. We have established an unique animal model of systemic vasculitis
in mice, including coronary lesion, induced by an intraperitoneal injection of Candida albicans extract
which produced from the yeast isolated from the faces of a patient with KD. This model has been ac-
cepted as the animal model of KD, because arteritis in this model resembles those in autopsy cases of
KD. We have investigated pathological study about this model, however we have conceived that it is
too difficult to confirm coronary dilatation or aneurysm in small animals like mice by only macro-
scopic and�or histological observation. Consequently we measure the caliber of coronary arteries
and demonstrate the coronary dilatation. Furthermore it can be confirmed that disruption of exter-
nal and�or internal elastic lamina and disappearance of smooth muscle cell of media caused by coro-
nary arteritis may play an important role to induce coronary dilatation in this model.

866―（38） 日本小児循環器学会雑誌 第16巻 第 6号


