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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病後に両側の巨大腸骨動脈を合併した11歳の男児例を報告した．本例では瘤未端に狭窄を生じ，

下肢の虚血症状を認めた．瘤を部分的に切除しY字型人工血管で下部腹部大動脈と腸骨動脈の再建を

行った．経過は順調である．

　　　　　　　　　　はじめに

　川崎病は全身の血管に血管炎を起こすとされている

が，冠動脈病変以外に臨床的に問題となることは少は

い．我々は川崎病に伴って両側総腸骨動脈に巨大な瘤

を形成した症例に対して人工血管置換術を施行し満足

すべき結果を得たので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：11歳の男児．

　主訴：下肢の冷感および易疲労．

　現病歴：生後4ヵ月時，川崎病に罹患した．2歳時

に行った初回心血管造影で右冠状動脈segment　1での

瘤形成と，その末梢端での完全閉塞左冠状動脈seg－

ment　5，6，7での瘤形成が認められた．心血管造影を

反復しての経過観察で左前下降枝の高位での狭窄が進

行するため，7歳時に左内胸動脈による冠血行再建術

が行われたD．腹部血管については，初回心血管造影時

に既に両側総腸骨動脈に巨大な瘤形成を認めていた．

経過観察中，瘤末梢部での狭窄の進行と瘤による圧迫

が原因と思われる左腎孟の拡大が認められ，また9歳

頃から下肢の易疲労と冷感を自覚するようになり，自

覚症状が増悪したため手術が考慮されるに至った，こ

の間の詳細については既に報告されている1）2）．

　入院時現症：身長，体重ともに正常域，体格，栄養

は良好であった．心拍数，呼吸数ともに正常範囲で聴
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診上，心，肺に異常を認めなかったが，左右腸骨動脈

の走行に一致して下腹部に血管雑音を聴取した．上肢

の血圧は右側が110／58mmHg，左側が108／58mmHg，

下肢の最高血圧は右側が78mmHg，左側が62mmHg
でankle　pressure　index（API）（脚注）は右側が0．71，

左側が0．56であった．

　腹部CT検査：経時的に瘤内腔の石灰化の進行を認

め，手術前の検査では瘤壁全体が層状に石灰化してい

た（図1）．

　血管造影検査：瘤の状態はこれまでの血管造影所見

と大きな変化はみられなかったが，瘤の遠位端での狭

窄の進行を認めた（図2）．なお，現在までの反復した

冠状動脈造影で左内胸動脈グラフトの開存は確認され

ている．

　手術所見：腹部正中切開で後腹膜腔および骨盤腔に

到達した．左右総腸骨動脈は内腔壁全体に及ぶ石灰化

のために，石様に堅かった．瘤の大きさは右側が長軸

径46mm，横径34mm，左側が同様に30×20mmであっ

た．腰動脈はすべて温存すべく下位の2対を剥離し1

枝ごとに一時遮断した．腹部大動脈，両側腸骨動脈遮

断下に瘤を切開，切開線を腹部大動脈へ延長した．瘤

の内腔は全体が層状の表面の滑らかな石灰によって覆

われていて血栓等は認めなかった．両側の瘤の流出部

で狭窄を認め，特に左側では同部が膜様の過剰組織に

よって著しく狭小化していた．瘤は前壁側2／3を切除し

たが後壁は切除に伴う不要の出血や隣接臓器の損傷な

どを避けるために放置した（図3）．腹部大動脈径は13
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図1　腹部CT撮影所見

mmであったので将来の成長を考慮して，可及的に大

きなグラフトを吻合するために大動脈を横切断後，前

図2　術前腹部大動脈腸骨動脈造影

壁に縦切開を追加した．このことによって16mmのY

字グラフトを無理なく吻合しえた．末梢狽1」の吻合でも

同様の工夫をすることによって8mmグラフトと腸骨

動脈の適合は良好であった（図4）．

　術後検査所見：術後のドプラー血流計による上下肢

血圧測定でAPIは右側が0．94，左側が1．00と著しく改

善した，指尖容積脈波でも良好な血流改善を認めた（図

5）．
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　　　術中写真：開腹時　　　　　　ANEURYSM　部分切除後

図3　術中写真．左側写真は右総腸骨動脈瘤の外観右側写真は瘤内腔後壁
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　　　　　　　　　　　　　　　　術後血管造影（lVDSA）

グラフト置換後の術中写真（左側）およびIV　DSAによる術後血管造影（IV

DSA）
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図5　術前，術後指先尖容積脈波

　腹部動脈造影所見：患児の腹部大動脈に比べてやや

大きめの人工血管の吻合状態は満足すべきものであっ

た（図4）．

　　　　　　　　　　考　　察

　川崎病は全身の系統的血管炎症候群であり，特に中

型動脈に高頻度に動脈瘤などの拡大性病変を形成する

ことが広く知られている．このうち冠状動脈瘤は合併

の頻度が高く，生命的予後も重大であることから，そ

の診断，治療などに多大の努力がはらわれてきた．冠

状動脈以外の中型動脈の瘤形成は主として腋窩動脈，

腸骨動脈に観察されてはいるが，川崎病例全体からみ

た頻度は少なく，また生命予後に与える影響も一般的

に重大とは考えられないために，臨床的関心が十分に

向けられているとはいいがたい．したがって冠状動脈

以外の動脈病変に対する手術症例は文献上，数例をか

ぞえるのみである4｝～6｝．

　腸骨動脈瘤の合併は心血管造影の対象となった川崎

病例の0．6％から1．9％であるとされており，頻度は低

い7）8）．しかし，冠状動脈病変のあった患児を対象とす

れば10％前後8），研究班の病理解剖例からみた頻度は

17～38％9｝と高く，冠状動脈の重症病変を伴うもので

は腸骨動脈などの主要血管の病変の合併についても注

意すべきで，合併例では，今後患児の年長化につれて，

なんらかの治療の対象となる例が多くなると思われ
る，

　これらの諸」血管における拡張性病変に対する手術適

応は，成人における動脈硬化性病変と病理組織的に全

く異なること4），症例の集積が少ないことから，clear

cutに述べることはできない．瘤の破裂例が報告され

ている1°）11L方で，本例では巨大瘤が長期の経過観察

期間中にも破裂の兆候をみせず，漸次，瘤壁が石灰化

し，手術時には均一な層状の石灰化によって瘤内腔が

滑らかに覆われていて，破裂の可能性は全く認めな

かった．他にも破裂をみることなく経過観察を継続し

ている報告をみるユ2）．現時点では拡張性病変単独例に

対しては手術は相対的適応として，個々の例に応じて
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臨機応変に対処すべきであろう．拡大性病変の運命に

ついては今後のさらなる大きな対象群での詳細な検討

を期待したい．もちろん瘤内に血栓形成を反復する例

や隣接臓器の圧迫症状を有する例では手術による瘤切

除，血行再建が適応になる．

　また拡張性病変に狭窄性病変を合併した場合は積極

的に外科的に修復すべきである．小児期に人工血管な

どの人工材料を使用することの是非が当然，議論とな

るところであるが，著者らは虚血症状の有無やその重

症度のみならず患児の正常な身体の発育を図る立場か

ら，狭窄による血流障害の兆候が認められれば，積極

的に手術によって修復すべきと考える．

　手術の時期は，臨床的に判断されるべきで，前述の

ような観点から，必要となれば時期を失するべきでは

ない．本例は成長に適応し易いように腹部大動脈から

別々に左右腸骨動脈に大きめのグラフトを吻合するこ

とも考慮したが，病変が下部腹部大動脈に及んでいた

こと，幸いにも11歳と年長で，大きな径のグラフトが

吻合可能であったことなどからY字グラフトを用い

た．年少児でも手術が必要であればためらうべきでな

く，成長に伴う問題は再手術などで十分に解決しうる

ものと考える．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　川崎病罹患後の狭窄病変を合併した両側総腸骨動脈

瘤に対して人工血管置換を行った．冠状動脈以外の主

要血管に対する手術例の報告は少なく，これらに対す

る外科的治療の経験集積の上で貴重な症例であると思

われたので報告した．

　脚注：足関節直上部の収縮期圧（ankle　pressure）を上腕

血圧（arm　pressure）で除した値
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ARepair　of　Common　Iliac　Arterial　Aneurysms　and　Subsecuent　Obstructions

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Associated　with　Kawasaki　Disease

Toshihiko　SagaD，　Hitoshi　Shirotanii），　Hidetaka　Okul），Junzo　Iemura1），　Shinsu　Parkl），

　　　　　　　　　　　　　　　　　Tohru　Shinoharal）　and　Tatsuo　Yokoyamai）

　　　　　Department　of　Cardiovascular　Surgeryi｝　and　Division　of　Paediatric　Cardiology2），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kinki　University　School　of　Medicine

　　　Acase　of　a　11－year　old　boy　with　bilateral　common　iliac　aneurysms　after　Kawasaki　disease　was

reported．　The　boy　had　obstructions　on　the　distal　end　of　the　aneurysms　and　moderate　ischemic　clinical

signs　on　his　lower　extremities．　The　lower　abdominal　aorta　and　iliac　arteries　were　reconstructed　with

Y－shaped　woven　Dacron　graft　after　the　aneurysms　were　partially　resected．　He　is　back　to　the　normal

school　life．
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