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冠状動脈石灰化を認めた川崎病の臨床的検討
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旨

　川崎病既往児の経過観察中，胸部X線上冠動脈石灰化が認められることはよく知られている．群馬県

立小児医療センターにて1982年7月より1990年5月までに冠動脈造影を施行した川崎症既往児343例の

うち経過中胸部X線上冠動脈石灰化を認めた症例は6例で，これら6例全例が冠動脈拡大性病変の最大

径が8mm以上であった．胸部X線にて冠動脈に石灰化が認められるまでの発症後期間は平均4年9カ

月であった．石灰化例では急性期の発熱期間，血沈正常化病日の平均が長い傾向にあり冠動脈病変も多

枝にひろがっていた．冠動脈最大径と石灰化までの期間との関係では，冠動脈径の大きいものほど早期

に石灰化を来す傾向にあった．また経過中に心筋硬塞の合併が6例中4例に認められた．

　冠動脈石灰化は川崎病既往児の経過観察上注意すべき所見のひとつと考えられた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　Mucocutaneous　Lymph　Node　Syndrome（MCLS，

以下川崎病）の予後を決める重要な因子は冠状動脈（以

下冠動脈）病変の合併であることは周知の事実である．

そして冠動脈病変は経過により正常化するものもあれ

ぽ，閉塞性病変へと移行するものもある．中でも巨大

冠動脈瘤は内膜の肥厚や血栓形成により閉塞性病変と

なると器質的な変化とともに石灰化像を示してくる．

　今回我々は胸部単純X線写真（以下胸部X線）にて

冠動脈石灰化を認めた川崎病既往児の臨床的検討を

行ったので文献的考察を加えて報告する．

　　　　　　　　　対象，方法

　群馬県立小児医療センターにおいて1982年7月より

1990年5月までに冠動脈造影を施行した川崎病既往児

は343例で，これらの症例の胸部X線をretrospective

に検討したところ，これまで経過中に冠動脈石灰化を

認めた症例は6例（男6例，女0例）で，これを石灰

化群とした．対照はこれまでの冠動脈造影にて冠動脈
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拡大性病変が認められ，その最大径（以下冠動脈最大

径）が4mm以上の病変を指摘されたことはあるが胸部

X線にて石灰化の認められていないもの49例（男37

例，女12例）で，これを非石灰化群とした．石灰化群

と非石灰化群との比較においては，非石灰化群のうち

冠動脈最大径が4mm以上8mm未満の例をA群（33

例），8mm以上の例をB群（16例）とし，石灰化群を

C群（6例）として検討をおこなった（表1）．冠動脈

造影までの発症後平均期間（平均±標準偏差）はA群

5ヵ月（0．41±0．64年），B群1年2ヵ月（1．21±2．35

年），C群2年9ヵ月（2．85±3．22年）であった（表2）．

なお冠動脈造影は右大腿動脈経皮法にてJudkinsの

右及び左カテーテルを用いて行い，冠動脈径の測定は

スクリーン上に拡大投影したものを精度0．05mmのノ

ギスにて用手的に計測し，同様にして求めたカテーテ

ルの外径との比率より実際の冠動脈径を算出した．冠

動脈造影所見のsegment（以下seg）はAmerican

Heart　Association分類に従った．また統計処理には

Wilcoxon検定および一次回帰式を用いてp＜0．05を

有意とした．
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表1　冠動脈病変の最大径による分類

冠動脈病変の
最大径 4～8mm 8～12mm 12㎜＜

合　　計
　55名

非石灰化群

男　25名

女　8名

男　8名

女　2名

男　4名

女　2名

男　37名

女　12名

33名 10名 6名 計　49名

石灰化群

男　0名

女　0名

男　2名

女　0名

男　4名

女　0名

男　6名

女　0名

0名 2名 4名 計　6名

A群：非石灰化群で冠動脈搬の最大径が4－8㎜

［：∵一∴一㌻環

　　　　　　　　　　結　　果

　1．冠動脈病変の最大径による分類（表1）

　A群は男児25例，女児8例，計33例であった，B群

は男児12例，女児4例，計16例であり，このうち冠動

脈最大径が12mm以上のものが6例であった．　C群は

6例すべて男児であり，このうちの4例は冠動脈最大

径が12mm以上で残り2例も8mm以上であった．

　2．発症年齢，発症後観察期間および冠動脈石灰化を

認めるまでの期間（表2）

　発症年齢の平均（平均±標準偏差）はA群2歳9カ

月（2．80±2．39歳），B群1歳7ヵ月（1．62±1．43歳），

C群2歳3ヵ月（2．32±1．95歳）であり有意差を認めな

かった．発症後平均観察期間（平均±標準偏差）はA

群4月0ヵ月（4．41±2．61年），B群4年11ヵ月（4．95±

3．09年），C群8年0ヵ月（8．05±3．70年）で，　C群と

B群間では有意差がないものの，C群とA群間では有

日小循誌　7（2），1991

意差をもってC群の方が長い傾向にあった．胸部X線

は急性期以降発症後1年までは3ヵ月から6ヵ月に一

度，以後は冠動脈瘤を残した症例では6ヵ月から1年

に一度の頻度で施行していたが，石灰化が認められる

までの発症後期間（平均±標準偏差）は，5ヵ月から

8年7ヵ月までの平均4年9ヵ月（4．75±3．05年）で

あった．

　3．急性期臨床所見の比較（図1）

　発熱期間，最高血沈値，血沈正常化病日についてA

群，B群，　C群に分類して比較検討した．

　発熱期間（日，平均±標準偏差）はA群では11．9±

4．8，B群では15．7±11．3，　C群では28．3±13．8と，　C

群ではA群B群に比べて長い傾向にあった（図1a）．

　最高血沈値（mm／hr，平均±標準偏差）はA群では

90．1±29．7，B群では97．6±42．5，　C群では104．5±

15．9であり有意差は認められなかった（図1b）．

　血沈正常化病日（日，平均±標準偏差）はA群では

33．9±12．9，B群では35．3±18．8，C群では73．0±11．4

と，C群ではA群B群に比べて有意差をもって長かっ

た（図1c）．

　4．冠動脈病変の比較（図2）

　冠動脈病変の最大径（mm，平均±標準偏差）に関し

ては，石灰化群の冠動脈病変の最大径が8mm以上であ

るので，B群とC群とで比較した．右冠動脈の場合B

群では12．1±4．4，C群では15．7±65と，有意差は認め

られなかったがC群のほうが大きい傾向にあった．左

冠動脈ではB群8．0±3．6，C群11．2±3．2と，有意差を

もってC群のほうが大きな病変を認めた（図2a）．

　冠動脈病変のひろがりをみるため，病変の認められ

たsegの数（平均±標準偏差）を比較した．　A群2．7±

表2　発症年齢，発症後観察期間および石灰化までの期間

発症時年齢
血管造影まで
の発症後期間

発症後
観察期間

石灰化までの
発症後期間

石灰化
の部位

心筋梗塞合併

A群（N＝33） 2歳9ヵ月 5ヵ月 4年0ヵ月
一

1例（3．0％）

B群（N＝16） 1歳7ヵ月 1年2ヵ月 4年11ヵ月 5例（31．3％）

症例1

　2歳3ヵ月一一一≡一一一一一一一・≡・一一一一．

　　　10ヵ月

　2年9ヵ月一’一一一一一一一一≡＝一一一一ウー

　1年1ヵ月

　8年0ヵ月一一’一一一一百一一一’P－一一一一

　7年9ヵ月

　4年9ヵ月一一A－一一一一一一一一一←一’一一

　3年2ヵ月
｝一一一≡一一’一】■一・

seg　5

　4例（66．7％）一一一一一－一一．・・一一一一一一一

前側壁

症例2 3ヵ月 1年2ヵ月 7年5カ月 5年5ヵ月 seg　6 なし

症例3 3歳6ヵ月 8年8ヵ月 14年2ヵ月 8年7ヵ月 seg　1 なし

症例4 5歳11ヵ月 5年8ヵ月 11年1ヵ月 7年7ヵ月 seg　5 下壁

症例5 11ヵ月 3ヵ月 3年9カ月 5ヵ月 seg　1 下壁

症例6 2歳6ヵ月 2ヵ月 3年11ヵ月 3年4ヵ月 seg　2，3 前壁

Presented by Medical*Online



平成3年7月1日 271－（21）

b．最高血沈値（平均±標準偏差） c．血沈正常化病日（平均±標準偏差）

a．発熱期間（平均±標準偏差）
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　図1　急性期臨床所見の比較

（日）

100

50

　　P＜0．Ol

－
　N．S．　　　P〈0．05

一一一」
　　　　73．0±11．4　

≡
［

33◆9±12今9

　　A群　　　B群　　　C群
　　（N＝20）　　　（N＝7）　　　　（N＝4）

a．冠動脈病変の最大径（平均±標準偏差）

（阻阻）

20

15

10

5

0

　N．S．

一

15．7±6．5

12．1±4◆4

P〈0．05

一

8．0±3．6

b．冠動脈病変の認められたseg．の数

　　　　　　　（平均±標準偏差）

　　　　　　P〈0．01

10

5

B群　　C群
（Nニ16）　（N＝5）

一　右冠動脈
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　　　　図2

0

P＜0◆05　　 N．S．

一一
4．7±2．8

2．7±1．5

王 6．2±2．9

冠動脈病変の比較

A群　　　B群　　　C群
（N＝33）　　　（N＝16）　　　（N＝6）

1．5，B群4．7±2．7，　C群6．2±2．9でありC群では多く

のsegに冠動脈病変が広がっていた（図2a）．また石灰

化が多枝にわたって認められたのは症例6の1例のみ

で，seg　2，3の冠動脈瘤に一致して2ヵ所に石灰化が

認められた．

　狭窄性病変と石灰化との関係では，狭窄性病変は以

下のように6例中4例に認められた．症例1ではseg　6

の末梢に，症例4ではseg　1，2，11にいずれも内径

90％狭窄を認めた．症例5ではseg　2に，症例6では

seg　6に閉塞を認めた．経過中に心筋梗塞の合併が認め

られた症例はA群1例（3．0％），B群5例（31．3％），

C群4例（66．3％）とC群に多く認められており，石

灰化と梗塞部位との関係では症例1と症例5では石灰

化をきたした冠動脈の支配領域に心筋梗塞を起こして
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いた（表2）．

　5．冠動脈病変の最大径と石灰化までの期間の関係

（図3）

　冠動脈造影における冠動脈病変の最大径と石灰化ま

での期間をグラフに示した．対照としてB群を同時に

示したが，B群では横軸に観察期間を，C群では横軸に

石灰化までの期間をとった．また縦軸は冠動脈病変の

最大径とした．冠動脈病変の最大径が大きいものほど

早くから石灰化が見られ，比較的小さいものでは時間

が経過してから石灰化を認める傾向にあった，
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b．（4歳3ヵ月）約一年後には明瞭な円形の石灰化像と変化した．

　　　　　　　　　　　　図4　症例5．胸部X線

Presented by Medical*Online



平成3年7月1日

　6．X線所見

　冠動脈石灰化の所見は胸部X線上冠動脈瘤の外形

と一致して認められた．代表例を呈示するが，症例5

では初め石灰化は瘤の一部分に認められるのみであっ

たが，その後の経過により明瞭な円形の石灰化像と変

化するのが認められた（図4）．

　　　　　　　　　　考　　察

　川崎病は汎動脈炎であるが，特に冠動脈には選択的

に障害をおこして，場合によっては冠動脈瘤を形成す

るためこれが患児の予後を左右している．そしてこの

冠動脈瘤が内膜の肥厚や血栓形成により閉塞性病変と

なると器質化される段階で石灰化像を呈してくること

は知られている．近年，川崎病が長期にわたって経過

観察されるようになるに従い，冠動脈に石灰化を来し

た症例の報告がなされるようになってきた1）2）．

　川崎病既往児の冠動脈石灰化の機序は，冠動脈壁内

の壊死組織や変性組織が廠痕化して起こるdystro－

phic　calcificationと，器質化血栓が陳旧化して起こる

場合とが考えられていて1），病理学的には40日以降の

癩痕形成期ではすでに石灰化が認められるとされてい

る3）4）．しかし臨床的には検索の方法によって冠動脈石

灰化の認められる時期，頻度は異なってくる．一般的

には胸部単純X線写真よりもX線透視の方が冠動脈

石灰化を鋭敏にとらえることができ5），胸部X線でも

その撮影条件により石灰化の発見頻度が異なってく

る．また最近ではX線CTによる冠動脈石灰化検出の

試みもなされており，石灰化の判定が容易で明確に識

別することができるとの報告もあるが6），今回は通常

の胸部X線をretrospectiveに検討して冠動脈石灰化

の認められたものを対象とした．

　冠動脈石灰化が胸部X線にて認められる時期は罹

患後4～7年とされており7），報告例では発症後1年

5ヵ月～8年以上までと様々であるが1）2），急性期に認

められることはまれで遠隔期に多いようである．自験

例では5ヵ月から8年7ヵ月までで平均4年9ヵ月で

あった．

　冠動脈石灰化の認められる頻度は，胸部X線では川

崎病既往児全体のうちの0．7％～2．6％8）9），冠動脈病変

の残存が確認された川崎病既往児では23％2｝との報告

があり，一方X線透視，シネアソギオでは冠動脈造影

を行った川崎病症例のうちの11％1°），両側冠動脈瘤の

残存した症例では44％71）との報告がなされている．今

回我々の検討では冠動脈造影を施行した川崎病既往児

の343例中6例（1．7％），最大径が4mm以上の冠動脈

273－（23）

病変を残した川崎病既往児の55例中6例（10．9％）に

冠動脈石灰化を認めた．

　胸部X線での冠動脈石灰化の所見は，通常冠動脈瘤

の外形と一致する円形ないしリング状を示すのが特徴

であるとされている1°）．自験例では冠動脈瘤の外形に

一致した一部リング状の石灰化像が，その後の経過に

より明瞭な円形の石灰化像と変化するのが認められた

（図4）．診断に関しては胸部X線上側画像が有用であ

るとされているが7），石灰化が著明になると自験例の

ように正面像，側画像ともに容易にとらえられた．

　冠動脈石灰化は発熱期間が長く，血沈の正常化も遅

れているといった急性期臨床症状が強い症例に認めら

れた．また巨大冠動脈瘤を呈し，しかも多発している

といった高度な冠動脈病変を有する症例に認められ

た．冠動脈瘤の大きさに関しては冠動脈最大径が8mm

以上の病変では，その後閉塞ないしは狭窄性病変に進

展するかあるいは巨大冠動脈瘤を残すとされてい

る12）13）．冠動脈石灰化の報告例では池田ら1）の報告では

3例中1例が12mm以上，中田ら2）の報告では5例中

1例が12mm以上で残り4例も8mm以上の冠動脈瘤

を認めていた．今回の我々の検討では石灰化例はすべ

て冠動脈最大径が8mm以上で，しかも6例中4例が12

mm以上の巨大冠動脈瘤を有していた．冠動脈病変の

広がりに関しては冠動脈疾患を有する成人例において

多枝病変の例ほど冠動脈石灰化が多く認められるとの

報告があり14），今回の我々の検討より川崎病でも同様

な傾向をとると思われた．

　冠動脈最大径と石灰化までの期間との関係では，図

3のように大きいもの程早期に石灰化を示し，比較的

小さいものでは時間が経過してから石灰化を来す傾向

に有り，石灰化のない症例においても観察期間が短い

例では今後の注意深い経過観察が必要である．我々は

定期の心電図検査や超音波の他に冠動脈石灰化の認め

られた例では胸部X線を6ヵ月ごとに施行している

が，石灰化が認められていなくても冠動脈瘤を残して

いる症例では，6ヵ月から1年に一度は胸部X線を行

うべきであると思われる．

　冠動脈石灰化を来した川崎病既往児の予後である

が，自験例において石灰化群では経過中に6例中4例

が心筋梗塞を合併していた．組織学的にはSasaguri

ら15）の報告では冠動脈瘤内膜の著明な肥厚と増殖の中

に器質化した血栓と石灰化が認められており，これら

の組織像は初期には動脈硬化像と似ていて心筋虚血の

原因になりうるとしている．そしてこれらの冠動脈石
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灰化像の組織学的検討より川崎病は若年者の冠動脈硬

化症のリスクファクターとなるとされており16），冠動

脈石灰化は川崎病既往児の経過観察上注意すべき所見

のひとつと考えられる．

　　　　　　　　　　結　　語

　胸部X線上冠動脈石灰化を認めた川崎病既往児に

ついて臨床的検討を行ったが，石灰化は急性期臨床症

状が重く冠動脈病変が高度な例に認められた．また，

冠動脈石灰化を来した症例では経過中心筋梗塞の合併

も多く，川崎病既往児の経過観察上注意すべき所見の

ひとつと考えられた．

　最後に御校閲していただきました群馬大学医学部小児科

黒海恭芳教授に深謝致します．

　なお，本論文の要旨は第26回日本小児循環器学会総会

（1990年，奈良市）にて報告した．
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Clinical　Study　of　Mucocutaneous　Lymph　Node　Syndrome（MCLS）Associated　with　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Calcification　of　Coronary　Arteries

Takashi　Kosuda，　Katsuhiko　Sone，　Toshihiro　Kobayashi，　Tomio　Kobayashi，

　　　　　　　　Masahiko　Tashiro＊，　Hiroyuki　Tabata＊，　Sanayasu　Ono＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Takashi　Suzuki＊

　　　Department　of　Pediatrics，　Gunma　Children’s　Medical　Center，　Gunma，Japan

＊Department　of　Pediatrics，　Gunma　University　School　of　Medicine，　Gunma，Japan

　　　We　performed　a　clinical　study　of　MCLS　associated　with　the　calcification　of　coronary　arteries．

Between　July　1982　and　May　1990，343　patients　with　MCLS　were　evaluated　with　coronary　angiography．

Observation　of　the　routine　chest　X・ray　films　of　these　patients，6　were　associated　with　calcification　of

coronary　arteries．　In　40f　the　6　patients　with　calcification，　maximum　diameter　of　coronary　artery　was

over　12　mm．　The　remaining　2　showed　a　maximum　diameter　of　the　coronary　artery　over　8　mm．　All　these

6patients　had　severe　signs　of　acute　inflammatory　phase　and　they　had　many　coronary　lesions　as

compared　with　those　without　calcification　of　coronary　arteries．　Myocardial　infarction　occured　in　4　of

the　6　patients　after　acute　stage　of　illness．　Thus，　the　calcification　of　coronary　arteries　should　be

considered　as　an　impOrtant　sign　for　following　up　MCLS．
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