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川崎病既往児の冠動脈瘤における早期動脈硬化・血管老化所見の検討
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要　　旨

背　景：成人の早期動脈硬化所見として血管内皮細胞の障害および血管老化所見が注目されている．代表的な所見
としてendothelial nitric oxide synthetase（eNOS）の低下，炎症性サイトカインの増加，接着因子の増加が挙げられる．
今回川崎病冠動脈瘤においてもこのような早期動脈硬化所見が認められるのかを検討した．
対象・方法：川崎病巨大動脈瘤，および心筋虚血を有する症例 3 例（5 歳 2 例，11歳 1 例）で，冠動脈バイパス術，
巨大冠動脈瘤縫縮術を施行した際に供出された冠動脈瘤壁について，加齢関連�-ガラクトシダーゼ（�-gal）活性染色
ならびに免疫組織染色を行った．
結　果：冠動脈瘤では，強い�-gal染色，von Willebrand（vW）因子，eNOSの低下，intercellular adhesion molecule-1
（ICAM-1）の亢進，receptor for advanced glycation end products（RAGE）の発現などが確認され，これまで成人の動脈硬
化所見として報告されている老化に特徴的組織像と極めて類似した組織像を呈していた．
結　語：少なくとも川崎病冠動脈瘤では，若年といえども組織学的には動脈硬化が確実に進行していると考えられた．
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Coronary Aneurysm of Kawasaki Vasculitis Showing
Typical Features of Senescence
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Background: The functional changes associated with cellular senescence are involved in human aging and age-related vascular
disorders. Findings of senescence such as adhesion molecule expression, receptor for advanced glycation end product (RAGE)
expression, and strong �-galactosidase (�-gal) staining of endothelial cells have been reported in adult atherosclerotic lesions of
coronary arteries. We evaluated whether senescence-associated phenotypes were present in coronary artery aneurysms in Kawasaki
disease (KD).
Methods: Three KD patients aged 5, 5, and 11 years underwent coronary artery bypass grafting (CABG), along with giant
coronary artery aneurysm size-reducing operation. The excised coronary artery aneurysm tissues were used for �-gal staining and
other immunohistochemical stainings including von Willebrand (vW) factor, endothelial nitric oxide synthetase (eNOS), intercel-
lular adhesion molecule-1 (ICAM-1), and RAGE. The controls were internal thoracic arteries (IMA), which were obtained from
the adult patients by the trimming procedure used for CABG.
Results: Strong �-gal staining was observed at the endothelial cells in coronary aneurysms of KD, whereas little staining was
observed in the controls. Immunohistochemical study showed decreased vW factor and eNOS expression in endothelial cells in
KD. In addition, RAGE was stained in proliferated intima, and ICAM-1 was strongly stained especially at endothelial cells in the
adventitia in KD.
Conclusions: Increased �-gal activity, ICAM-1 and RAGE expression, and decreased eNOS expression are all characteristic
phenotypes of senescence. Together with their histological similarity to the early atherosclerotic region, KD aneurysms have
already developed atherosclerotic progression even in young patients with KD.
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緒　　言

　近年成人領域での動脈硬化病変の研究の進歩が著し
い．動脈硬化は慢性的な血管炎に基づく炎症性疾患であ
り，血管壁への低比重リポ蛋白（low density lipoprotein：
LDL）の沈着，マクロファージの浸潤とLDL取り込みに
よる肥満細胞化，プラーク形成，プラーク破綻による
血栓形成から狭心症，心筋梗塞に至る一連の流れが解
明されてきている．組織学的，分子生物学的解析も進
んでおり，動脈硬化病変部の細胞接着因子の増加や，
各種炎症性サイトカイン増加が確認されている1）．細胞
接着因子の増加や炎症性サイトカインの増加はいわゆ
る「血管の老化所見」として知られているものであり，血
管の老化と動脈硬化とは深く関係していることが判明
してきている2）．
　一方，川崎病は原因こそいまだ解明されていない
が，全身の血管炎を主体とする疾患であり，特に冠動
脈炎による冠動脈後遺症は川崎病の予後をほぼ決定付
けるものである．アスピリン，免疫グロブリンをはじ
めとする治療が広く一般化してきており，急性期に冠
動脈拡張を含む冠動脈障害を来す症例は約10％となっ
ている3，4）．急性期冠動脈障害を生じなかった症例にお
いても，近年動脈硬化が炎症性疾患であると理解され
てくるに至り炎症性疾患としての共通性から，川崎病
の既往が将来において動脈硬化の危険因子の一つにな
る可能性が論議されるようになってきている5，6）．

　今回われわれは，川崎病児の巨大冠動脈瘤の組織を
解析する機会を得た．川崎病巨大冠動脈瘤において動
脈硬化の早期所見である「血管老化の所見」が小児でも認
められるかどうかを検討し，動脈硬化所見との相違を
組織学的に明らかにしようと試みた．

対象および方法

　当科において川崎病による巨大冠動脈瘤，冠動脈狭
窄により冠動脈バイパス手術（coronary artery bypass
grafting：CABG）および巨大冠動脈縫縮手術を施行した
3 例（男児 2 例，女児 1 例）．年齢は 5 歳 2 例，11歳 1 例
で，それぞれ川崎病罹患から手術までの期間は，1 年 6
カ月，1 年 0 カ月，3 年 6 カ月であった．全例に免疫グ
ロブリン療法，2 例にウロキナーゼ療法，1 例にステロ
イドパルス療法が施行されていたが，巨大冠動脈瘤を
形成した症例である．CABG施行時は全例アスピリン，
ワーファリンの投与を受けていた．おのおのの症例の
冠動脈造影をFig. 1 に示す．これらの症例に対し，
CABGおよび巨大冠動脈内の血流改善を目指して，巨大
冠動脈縫縮術を施行した．縫縮術の際に摘出される冠
動脈組織を一般病理検査，および今回の研究に使用し
た．また，58，67，71歳症例で狭心症のためにCABGを
施行した際にトリミングされた内胸動脈を対照として
用いた．
　本研究は日本医科大学付属病院倫理委員会の承認を
受け，各症例の保護者からインフォームドコンセント

Fig. 1 Coronary artery angiography of the patients in this study.
A Left coronary artery angiography of a 5-year-old girl. The left anterior descendent branch
was described in a considerably late phase of the angiogram. Coronary artery dilata-
tion was not controlled even after immunoglobulin therapy, and it developed into giant
coronary aneurysms on both sides. Thrombus formation was frequent in aneurysms
despite warfarine therapy, and repeated thrombolysis by urokinase was required. One and a half years after
onset, CABG and giant aneurysm size-reducing procedure were carried out.

B Left coronary angiography of a 5-year-old boy. Three administrations of immunoglobulin therapy and steroid
pulse therapy could not minimize giant coronary artery aneurysm formation on both sides. One year after
the onset, CABG and giant aneurysm size-reducing procedure were carried out.

C Right coronary angiography of an 11-year-old boy. Giant coronary aneurysms were produced in spite of
immunoglobulin and urokinase therapy. CABG and giant coronary aneurysm size-reduction operation were
done three and a half years after the onset.

A B C
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を書面にて得た．

1．加齢関連�-ガラクトシダーゼ（�-gal）活性染色

　加齢に伴い血管組織内�-gal活性は上昇するため，本染
色は血管老化所見を検出する染色として報告されている7）．
摘出された血管を 4％ paraformaldehyde（PFA）にて室温で
30分固定後，�-gal染色液〔1mg/ml 5-bromo-4-chrolo-3-
indlyl �-D-galactopylanoside（X-gal），5mmol/l potassium
ferrocyanide，5mmol/l potassium fericyanide，50mmol/l
NaCl，2mmol/l MgCl2，0.01％ sodium deoxycholate，and
0.02％ Nonidet-40〕に24時間37˚Cにてincubateした．組織
を撮影した後，OCT compound（Miles Inc.）に包埋し凍
結，7�mの凍結切片とした．

2．免疫組織染色

　手術中に供出された組織は 2 分し，一方は 4％ PFAに
て速やかに固定し，パラフィン包埋のうえ 4�mに薄切し
た．パラフィン包埋切片は，脱パラフィン，proteinase K
による抗原賦活化処理 1％H2O2にて内因性ペルオキシ
ダーゼ阻害を行い，一次抗体として抗von Willebrand
（vW）抗体（DAKO，EPOS HRP conjugate），抗endothelial
nitric oxide synthetase（eNOS）抗体（clone 3，BD Transduc-
tion Laboratories，1：75）にて反応させた．また，2 分し
た組織の一方は，OCT compoundに包埋し凍結後，7�m
に薄切，アセトン固定，1％H2O2にて内因性ペルオキシ
ダーゼ阻害後，抗intercellular adhesion molecule-1（ICAM-
1）抗体（clone P24A，CHEMICON International, Inc. 1：
50），抗receptor for advanced glycation end-product（RAGE）
抗体（H-300，Santa Cruz Biotechnology, Inc，1：100）に
て 1 時間反応させた．おのおの 1 次抗体反応後TBS（pH
7.4）にて 4 回洗浄，vW抗体についてはそのまま3,3’-

diaminobenzidine（DAB）発色，そのほかの抗体について
はHRP conjugated 二次抗体（Bio-Rad Laboratories，1：
3,000）に処理，DAB発色させた．

結　　果

1．加齢関連�-gal活性染色（Fig. 2）

　川崎病冠動脈瘤組織では，3 例とも血管内腔側に強い
�-gal染色（青色）を認めた（Fig. 2A）．一方，controlの内胸
動脈にはほとんど�-gal染色は確認できなかった（Fig.
2B）．川崎病冠動脈瘤組織凍結切片においては血管の内
膜・内皮に一致する部位に沿って�-gal染色が確認され
た（Fig. 2C矢印）．

2．免疫組織染色

　1）vW染色（Fig. 3）
　Control内胸動脈では，血管内皮に沿ってvW因子が染
色された（Fig. 3A矢印）．川崎病巨大冠動脈でも発色は
controlに比べ弱いものの，血管内皮に沿ったvW因子の
染色が観察された（Fig. 3B矢印）．
　2）eNOS染色（Fig. 4）
　Control内胸動脈では，血管内皮に沿ったeNOSの染色
が確認された（Fig. 4A矢印）．川崎病巨大冠動脈瘤では血
管内皮に沿ったeNOSの染色は確認されなかったが，外
膜における微小血管内皮にはeNOSの染色を認めた（Fig.
4B矢印）．免疫組織染色はeNOSの活性を観察している
ものではないが，少なくともeNOSの存在が極めて低下
していることを示唆するものであり，NOの定常的な産
生もかなり低下していることを示唆する所見と考えら
れた．
　3）ICAM-1染色（Fig. 5）
　Control内胸動脈では外膜の微小血管でわずかにICAM-

A B C

Fig. 2 Senescence-associated �-galactosidase staining.
A Photograph of luminal surface of giant coronary artery aneurysm of the KD patient. Strong senescence
associated with �-galactosidase activity (blue staining) was observed on the luminal surface of the aneu-
rysm.

B Control IMA: little blue staining was seen on the luminal surface of control IMA.
C Frozen cross-section of �-gal-stained KD aneurysm: �-gal blue color staining was predominant inside
the aneurysm, suggesting �-gal activity was mainly induced by endothelial cells (arrows).

×100
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1 の発現が認められたのに対して（Fig. 5A矢印），川崎病
冠動脈瘤では増殖した内膜内，外膜での微小血管内皮
でICAM-1 の発現が観察された（Fig. 5B 矢印）．
　4）RAGE染色（Fig. 6）
　Control内胸動脈では，RAGEの染色は認められないが
（Fig. 6A），川崎病冠動脈瘤では増殖した内膜内にRAGE
の発現が確認された（Fig. 6B矢印）．

考　　察

　これまでの報告では，川崎病冠動脈病変として組織
学的に特徴的なものは，著しい炎症による血管構造の
破壊と内膜の著しい肥厚であるとされていた8）．近年，
動脈硬化病変が炎症性疾患であるとの概念が確立さ

れ，冠動脈血管炎である川崎病の長期予後として，川
崎病既往症例の早期動脈硬化の進展の可能性が注目さ
れている5，6）．しかし，動脈硬化と川崎病との直接の因
果関係は証明されるに至っていない．動脈硬化病変に
は血管の老化と呼ばれる組織・細胞学的特徴があり，
動脈硬化の炎症性変化のもととなっている．これまで
の川崎病と動脈硬化との関係を論じたものの中には，
動脈硬化の加齢変化に注目した川崎病冠動脈病変の研
究は報告されていないことから，今回のわれわれの研
究は大変意義深いものと考えられる．
　今回，若年の症例といえども巨大冠動脈瘤組織で加
齢関連�-gal活性が亢進していることが確認され，巨大
冠動脈瘤では組織的には加齢変化が進行していること

Fig. 3 Immunohistochemical staining for von Willebrand factor.
A Control IMA: vW factor staining was observed along with the endothelium (arrows).
B KD aneurysm: weak (compared to control IMA) staining of vW factor was detected on the
surface of the lumen (arrows).

A B
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Fig. 4 Immunohistochemical staining for eNOS.
A Control IMA: eNOS was stained along with
endothelium (arrows).

B KD aneurysm: eNOS was not stained on
the coronary endothelium. However,
microvessels in the adventitia were stained
with eNOS (arrows).

A B
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が認められた．血管の老化所見は血管内皮細胞の機能
障害とも共通し，正常血管内皮機能の減弱，血管弛緩
性の減弱，炎症性サイトカインの増加，細胞接着因子
の増加などが挙げられ，それぞれ組織学的にはeNOSの
低下，ICAM-1 の増加などが代表的所見とされる9）．こ
のような血管の老化所見は特に動脈硬化巣の細胞に常
に観察されることであり，血管老化所見と動脈硬化と
の密接なつながりが示唆されている．今回のわれわれ
の研究では，川崎病巨大冠動脈瘤でも組織学的血管老
化として矛盾のない免疫組織学的所見が得られてい
る．
　一方，最近成人の血管内皮障害から動脈硬化病変に至
る過程において注目されているものとしてAGE（advanced
glycation endproducts）/RAGE相互作用がある．AGE/
RAGE相互作用は内皮細胞の増殖・管腔形成促進，周
皮細胞の消失といった作用を示すことから，糖尿病性

網膜症，糖尿病性腎症，糖尿病性神経症という糖尿病
の三大合併症に深く関わっていることが示唆されてい
る10，11）．グルコースをはじめとする還元糖は，蛋白質・
アミノ酸のアミノ基と非酵素的に反応して，Schiff base
やAmadori productなどの糖化産物を可逆的に形成する
（Fig. 7）．その後，縮合，開裂，架橋形成を経て不可逆
的にAGEを形成する．この一連の反応がglycationと呼ば
れる．例えば，糖尿病治療コントロールに用いられる
HbA1cはAmadori productの一つである．AGEには，bis
(lysyl) imidazolium cross-link，hydroimidazolones，
monolysyl adductsなどのsubgroupがあり，AGE形成反応
は循環血液中，細胞外マトリックス，細胞内と生体内
ではいずれでも起こり得る．糖尿病，腎不全，加齢変化
に際してはAGEの亢進が認められている．AGEの受容
体がRAGEであり，血管上皮細胞ではAGE/RAGE相互作
用から細胞接着因子，tissue factor，炎症性サイトカイ

×400 ×400
Fig. 5 Immunohistochemical staining for ICAM-1.
A Control IMA: small vessels in adventitia expressed ICAM-1 (arrow).
B KD aneurysm: ICAM-1 was expressed in small vessels in hyperplastic intima and in
adventitia (arrows).

A B

×200 ×200
Fig. 6 Immunohistochemical staining for RAGE.
A Control IMA: no RAGE staining.
B KD aneurysm: RAGE is expressed in hyperplastic intima (arrows).

A B
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ン，ケモカインが誘導され，活性酸素もNADPHオキシ
ターゼを介して産生されることが報告されている12）．こ
れら一連の反応は，糖尿病患者以外でも動脈硬化を来す
要因として注目され，動脈硬化病巣ではRAGEの発現が
確認されている13）．
　さらに付け加えるならば，RAGEのリガンドの一つで
あるS100A12（EN-RAGE）が川崎病急性期に高値を示す
ことが報告されており14），AGE/RAGEの相互作用が急
性期も含めて川崎病と深く関わっていることが示唆さ
れている．
　今回冠動脈瘤で観察されたeNOS発現の低下，ICAM-
1 の亢進，RAGEの発現は，これまで動脈硬化巣にて報
告されてきた組織所見と極めて類似するものであり，
少なくとも川崎病冠動脈瘤では若年であっても動脈硬
化が確実に進行していると考えられた．
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