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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病の冠動脈狭窄性病変に対し4例にpercutaneous　transluminal　angioplasty（PTCA）を施行し，

3例に狭窄の改善を認めた．発症時年齢は4ヵ月から2歳であり，発症よりPTCAまでの期間は2年か

ら16年，平均7年であった．冠動脈狭窄性病変はSeg．6が2例，　Seg．1が1例，　Seg．2が1例であり，

いずれも75％以上のlocalized　stenosisであったが，虚血性病変による臨床症状は呈しておらず，201－T1

心筋シンチグラムにて欠損像は認めなかった．バルーンカテーテルのサイズは2．25から2．75mmを用い

て4から8気圧にて施行した．冠動脈に石灰化を認めた18歳例では無効であった．PTCA後に，心電図

ST変化や心筋逸脱酵素の上昇は認めず，有効例では1年以上経過した現在でも再狭窄は認めていない．

川崎病の冠動脈狭窄の病理変化は成人のいわゆる粥状硬化性病変と異なるが，自験例の様に年少児でし

かも症状を呈していない軽症例にはCABGを延期できるという意味で有効な治療法と思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　川崎病による重症な冠動脈狭窄に対して大動脈冠動

脈バイパス手術（CABG）が行われているが，低年齢

児では学童以上での手術例に比し遠隔期開存率が低

い．その点でPTCAはCABGに代わる治療，または

CABGまでの姑息的手段として用いることができる

と考えられるが，川崎病に対してPTCAを施行した症

例の報告は極めて少なく，不成功例，再狭窄例の報告

が多い．成人のPTCAの適応は，狭心痛などの臨床症

状を有し，可逆的心筋虚血が証明されることが前提と

なっているが，小児でのPTCAの適応に関しては，今

だ明確ではない．今回筆老らは，症状を認めず成人の

適応基準には及ぼないが，将来重症狭窄へと進展する

可能性があると判断された軽症例でPTCAを施行し，

3例に有効な結果が得られた．本稿ではその結果，臨

床経過，検査結果，PTCAの手技などについて報告し，

現在までの報告例も加え川崎病の冠動脈狭窄に対する
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PTCAの効果を文献的に考察した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は他院にて急性期に治療され，カテーテル検査

のため当科に入院となった男児4例である（表1，表
2）．

　症例1は，4ヵ月時に発症し，川崎病と診断され第

7病日に入院し，アスピリン30mg／kg／dayの抗凝固

療法に加えメチルプレドニン30mg／kg／dayのパルス

療法を3日間施行された．第13病日の心エコーにて右

表1　Clinical　feature　in　acute　phase

onset　age initlaI Aneurysm ECG
／sex treatment

RCA　LCA
abnormalities

Case　1 4m／Male As An（Seg．2）D （Seg．6）

P

Case　2 2y／Male As An（Seg　1．2） An（Seg　5．6．11）一

Case　3 2y／Male unknown An（Seg．1）An （Seg　5，6．11）

Case　4 7m／Male As An （Seg，5．6．7）

P

As＝Aspirin　An＝Aneurvsrn　P＝Prednisone　D＝Dilatation

Presented by Medical*Online



778－（68）

表2　Clinical　feature　at　PTCA

Case　1 Case　2 Case　3 Case　4

Age　of　PTCA 2y 6y 18y 9y
Period　from　onset 2y 4y 16y 8y

Calci6cation　of
一 ⊥ 十

一
COrOnary　artery

Symptoms 一 一 　 一

Ejection　fraction
73 80 51 72

at　PTCA　time（％）

Perfusion　defect
一 一 一 一

（TI－201　imaging）

Location　of　lesion RCA LAD RCA LAD
for　angioplasty （Seg．2） （Seg．6） （Seg．1） （Seg．6）

Cath　size（MM）／

pressure（atm）
2，5／4 2．25／5 2，5／8 2．25／5

Complication 一 一 一 一

Stenosis（％） 90－35 95－30 95－95 75－50

Follow　up　Periol

from　PTCA
3y 1y 2y 1y

冠動脈（以下RCA）に7mm，左冠動脈（以下LCA）

に6mmの瘤を認めた．発症より6ヵ月後に冠動脈造影

検査（CAG）を施行し，　RCAに紡錘状のlong　segmen－

talな瘤を認め，　LCAは軽度拡大の所見であった．その

後外来にてアスピリンを増量し，発症より1年6ヵ月

後に再びCAGを施行したところ，　RCAのseg．2に限

局性の90％の狭窄を認めた．臨床的に異常所見はなく，

心電図での虚血性変化は認めず，201－Tl心筋シンチグ

ラムでもperfusion　defectは認められなかった．しか

し，狭窄が進行する可能性があり，年齢的にバイパス

手術が困難であったことより，PTCAの適応と考え発

症より2年4ヵ月後，入院となる．PTCA前のCAGの

所見は前回よりやや狭窄が進行しているようであっ

た．バルーンはpiccolino　catheterを用いて，狭窄部

の径と同じ2．5mmを用いた．7Fr．のガイディングカ

テーテルを用い，ガイドワイヤーにてバルーソを狭窄

部に挿入させた．バルーンは4気圧と6気圧にてそれ

ぞれ60秒ずつ2回加圧し，狭窄部は90％より35％に改

善された（図1）．PTCA中の心電図は，　II，　IIIおよび

aVFに一過性のST上昇を認めたが他の合併症はな

かった，PTCAより5ヵ月後の再造影で，再狭窄は出

現しておらず4年以上経過した現在も心電図，心エ

コー 図および201－T1心筋シンチグラムなどでも虚血

性変化の所見は認めていない．

　症例2は2年1ヵ月時に発症し，アスピリン30mg／
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平成6年5月1日

kg／dayおよびアソギナール5mg／kg／dayの投与を受

けた．第18病日の心エコーにてLCAの前下降枝

（LAD）に8mm，　RCAに9mmの瘤を認め，発症より3

ヵ月後に施行したCAGにてRCAのSeg．1から2に

径11mmの動脈瘤と，　LCAのSeg．5から6および11

に径8から10mmの動脈瘤を認めた．その後，外来で

の経過観察中にLCAに壁在血栓を認めたため，発症

より1年後に2回目のCAGを施行した．動脈瘤のサ

イズは不変であったが，Seg．6に壁在血栓が確認され

た．その後抗凝固剤の増量にてエコーでの血栓は消失

したが，発症より4年2ヵ月後にSeg、6の血栓が再確

認され，3度目のCAG施行となる．その結果，　RCA

は壁の不整とrecanalizationが認められLCAは壁在

血栓の存在部位に75％の狭窄とその周囲の軽度の石灰

化が確認された．臨床症状は認められず，心電図およ

びジピリダモール負荷心筋シンチグラムには虚血性の

異常所見は認めなかった．狭窄部が左主幹部冠動脈で

はなかったこと，カテーテルが挿入し易い部位にあっ

たこと，狭窄の進行により心筋梗塞をおこし，突然死

する可能性があること，年齢的にバイパス手術は開存

性の問題からもう少し延期すべきと考え，PTCAの適

応と考え，発症より4年5ヵ月後に再入院となる．径

2．25mmのpiccolino　catheterを用いて2気圧から5

気圧まで徐々に加圧した．施行中，心室性期外収縮の

short　runと心電図でのST上昇が認められたが，一過

性であった．PTCAにより狭窄は75％から30％に改善

した．PTCAより1年後の再冠動脈造影では狭窄の程

度は30％で変化なく心機能や他部の拡大所見も不変で

あった（図2）．

　症例3は18歳の男児である．2歳時に発症し某病院

に入院した．その後drop　outしてしまい外来を受診し

ていなかった．10歳時に学校検診にて，胸部レントゲ

ン上異常石灰化を指摘され，当科を受診し，精査のた

め入院した．CAGでは，　RCAにはSeg．1からSeg、2

に冠動脈瘤を認め，LCAにはSeg．5，6および11に径5

mmの冠動脈瘤を認め，　Seg．1，2および5に石灰化を

認めたが，明らかな狭窄は認めなかった．以後抗凝固

療法を開始し，経過観察していた．発症より16年後の

再造影にてSeg．1の瘤の入口部の狭窄が進行し95％

となったため，PTCAの適応について検討した．

PTCA前，トレッドミル負荷心電図ホルター心電図，

心エコー図およびジピリダール負荷心筋シンチグラム

を行った．トレッドミル負荷心電図およびホルター心

電図では異常所見は認められなかったが，心エコー図

779－（69）

　　．く》　・

・認」
遮㍉、
瑠灘難へ、

　　　／頑1＜㌫　　　』

　警

　　　　気　　　．・。ぷεw

　　　　　　紗③’ごPRE

ξ

“”g
g
l
蘂シ

　
　
㌻
糠
漣
糧
欝

　
v
、
ご
輸
㍗

臨
臨
醗
臨
珊

図　2

Presented by Medical*Online



780－（70）

■＿一雲
　　　　　　　播∴，、
　　　　　　　　パぜ　　　　　　　　　　　　　　　1　，

　　　　　　　　診欝⇒　　 ⇒・〃
　　　　　　　　㌻　、纏糞。ポい
　　　　　　　　　　　　i義ノ∨〕t

　　　　　　　　纈獅
　　　　　　　セ　　　　　　　　　　け　

　　　　　　　∴㌶鞭
　　　　　　　　　　1遠▽ヒ

　　　　　　鉾翻∴騨

　　　　　　　　　　　　岳毒　A　’

、，t該　沸∵
∴∴・… 簿㌧嚇騨パ

一
ぶジ旦辱

ぜ飾壕卵

鷺鞭　ぽ
　　　　　　　　　　　　　　“ぷ、

PTCA

図　3

POST

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

1㍉

1・緩

A　4i　　　ぴ

露
ぽ
裟
ぺ
．
碗

藩

ぷ
』
濠

縣
志

轟
壕

㈱

⊃
鰺
礒
S

㌔

：
ぷ
－
鴻
ス
護

iU、；
万《／・h／

紗一・一…

㌧

il’「eVeq，

POSぜ、

図　4

Presented by Medical*Online



平成6年5月1日 781－（71）

にて心室中隔のhypokinesisを認めた．　CAGでは，狭

窄は限局しており比較的挿入し易い部位にあり，col－

lateral　arteryの発達は不良であった．造影での左室駆

出率は51％とやや不良であり，Sellers分類1°の大動脈

弁閉鎖不全症を認めた．石灰化は両側とも全周性で

あった．

　この石灰化はPTCAには不利な条件であったが，

LCAには狭窄部は認めず，　PTCA施行部位はRCAで

あり，もしPTCAにより閉塞してもLCAのような重

症な心機能障害は避けられること，心機能は保たれて

いること限局性でカテーテルが挿入し易いこと，およ

びcollateral　arteryの発達が不良であり今後心筋梗

塞の危険性があることなどよりPTCAを施行するこ

とに決定した．入院時体重73kg，身長164cm，血圧138／

86mmHg，心雑音および不整脈は認めなかった．

PTCAは径2．5mmのpiccolino　catheterを用いて

徐々に加圧し，8気圧まで行った．施行中，心電図に

II，　IIIおよびaVFのSTの平低化や，　V2およびV3の

STの上昇および不完全右脚ブロックの出現を見た

が，一過性であった．しかし，狭窄は改善されずこれ

以上の加圧はバルーソの破裂の危険性ありと考え中止

した（図3）．その後，3年経過しているが，臨床所見

は変化していない．

　症例4は7ヵ月時に発症し，有熱期間が長かったた

め，アスピリン30mg／kg／dayおよびジピリダモール5

mg／kg／dayに加えプレドニン2mg／kg／dayの投与を

受けている．第12病日の心エコーにて両側の冠動脈の

拡大を認め発症より4カ．月後のCAGではRCAの

Seg．5，6およびSeg．7に径7mmの瘤を認めた．3年

後に再造影を施行したが，Seg．5，6の拡大所見は改善

し，Seg．7の瘤は不変であった．さらに発症より7年4

ヵ月後の造影にてSeg．6の瘤の入口部に75％の狭窄

を認めた．胸痛などの臨床症状はなく，直後に施行し

たジピリダモール負荷心筋シンチグラムで欠損像は認

めなかった．しかし，LCAであること，発症から7年

経過している遠隔期にあるが，石灰化は認めないこと

などより，PTCAを施行した．径2．25mmのpiccolino

catheterを用いて，最大5気圧まで加圧したところ，

狭窄は50％にまで改善した．途中心電図にて胸部誘導

のST変化を認めたが，加圧の解除により正常化した．

PTCAより1年後の再造影では，再狭窄は認めなかっ

た（図4）．

　　　　　　　　　　考　　案

　川崎病の冠動脈狭窄に対するPTCAは，　CABGの

ように確立された治療法ではなく，むしろ否定的な意

見が多く，報告は少ない．しかし成功すれば，侵襲が

少なく，乳幼児にも施行可能で，しかも反復して行え

るなど非常に優れた治療法である．現在までに報告さ

れた症例のまとめを表3に示した2）－6），筆者等以外の

PTCA報告例は，現時点で5例のみであり，バイパス

術の吻合部狭窄に施行した1例を除けば合計8例であ

る．これら8例を以下のように分類した．PTCA施行

直後に狭窄が50％以下に改善された症例を成功例（5

例），殆ど改善しなかった症例を不成功例（3例）とし，

それぞれについて，発症年齢，PTCAまでの期間，石

灰化の有無，dypiridamole負荷心筋シソチグラムでの

欠損像の有無，バルーンカテーテルのサイズと加圧し

た気圧，狭窄率の改善の程度，および遠隔期の開存率

について検討した．まず発症年齢は，それぞれ平均1

歳1ヵ月と1歳5ヵ月で，有意差はなかった．次に発

表3　　Previous　report

Case　l Case　2 Case　3 Case　4 Case　5

Author Echigo Echigo Baba Nishimura Sano

Age　of　onset 2y 3m 6m 2y 2y，3y

Sex female male female male female

Age　of　PTCA 11y 8y 3y 13y 10y

Symptom 十 十 一 一 一

Perfusion　defect 十 十 十 十 斗

（TL201　imaging）

Lesion　for　angioplasty LAD LAD RCA RCA SVGgraft

Complication ND Balloon　rupture ND ND ND
Outcome lmp「ove died restenosis not　improve improve

Follow　up　Period ND 一 5m 一 1y

ND　l　not　described
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症からPTCAまでの期間を見ると，成功例は2年から

9年で，平均5年1ヵ月であり，不成功例は8年から

16年で平均11年6ヵ月であり，有意差（p＜0．05）を

もって不成功例で長かった．冠動脈周囲の石灰化の有

無を見ると，成功例では，軽度例が1例のみで，不成

功例では3例中に2例に認められ，不成功率に関与し

ていると思われた，201－T1心筋シンチグラムでの欠損

像および再還流像は，成功例の2例で陽性であったが，

自験例には，欠損像は認められず，不成功例は3例と

も認められ，狭窄が軽度の例に成功率が高い．カテー

テルのサイズと加圧の程度は，狭窄の程度およびカ

テーテルシステムにより異なるが，成功例では2．25か

ら2．5mmを用いて4から6気圧で施行している．一

方，不成功例ではカテーテルは2．5と2．75mmで8から

11気圧とより強い加圧で施行されている．狭窄率の改

善の程度を見ると，成功例の中で記載のある4例では

75％以上からすべて50％に改善されていた．不成功例

の2例では，95％から90％と95％と殆ど変化がなく，

もう1例はバルーンの破裂により冠動脈が閉塞し，死

亡した．遠隔期開存率については5例中4例で5ヵ月

から1年後に再造影を行っている，RCAのSeg．2に

行った1例で5ヵ月後に完全閉塞し，最終的に1年以

上の遠隔期に50％以上の開存が確認されたのは自験例

の3例のみである．これら3例の特徴は全体からみる

と，発症からPTCAまでの期間が短く，冠動脈に石灰

化を認めず，タリウム心筋シソチグラムで有意な欠損

像がなかった，いわば軽症例である．成人のPTCAの

適応は基本的には，1）狭心症の症状があること，2）可

逆的な心筋虚血が証明されること，3）限局性で血行力

学的に有意の狭窄があること，とされている．遠隔期

に開存している3例は，成人の粥状硬化性病変による

冠動脈狭窄に対するPTCAの適応にはあてはまらず，

適応外の症例ではある．この成人の適応に合致しない

症例にPTCAを施行したのは本症の冠動脈病変の自

然歴より，将来重症な狭窄性病変へ進行する可能性を

考えたからである．幸い，結果として，経過は良好で

あった．今後，川崎病の冠動脈における独自のPTCA

適応が必要と考えられる．

　冠動脈瘤がregressionする成因としては，1）血管

炎後の反応性の内膜の肥厚，2）血栓の形成とその器質

化，3）血管壁の癩痕萎縮などが考えられている7）．実

際，死亡症例の冠動脈の病理組織所見を見ると，巨大

血栓とそれを取り囲むように著しく肥厚した内膜が認

められ，また症例により，血栓は認められずとも内膜
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の肥厚だけのこともある8）．肥厚した内膜は偏心性の

こともあり，同心性のこともある．成人の狭窄病変に

対するPTCAは粥腫を有する偏心性の病変に有効で

あり，内膜の線維性肥厚が主体の同心性病変には亀裂

の形成が生じにくいため成功率が低いとされている．

川崎病の冠動脈狭窄は，血栓と内膜の線維化という

PTCAの効果が得にくい病理学的な病態であり今回

の報告された8例のように，成人例に比し成功率が低

いのも理解される．このような病態に対して有効な成

功率を得るためには，PTCAの効果が充分得られる時

期，つまり内膜の肥厚が進行する前，発症から数年以

内に施行することが重要なポイントであるように思わ

れる．

　今回の症例の合併症はPTCA中，一過性のST上昇

と不整脈が認められたのみであったが，PTCAの原理

は病変部を機械的に破壊し拡大するため，本来種々の

合併症が予想される．

　冠動脈の解離や血栓および攣縮などによる閉塞や不

整脈，出血などである．これら合併症を防ぐためには，

まず適切なバルーソサイズを選択し加圧も適度に行う

ことが重要である．そのためには血管径の実測を正確

に行い，バルーン径／血管径比をLlから1．2に抑え，段

階的に施行する．また血栓の予防を前日から行い，術

中は冠動脈の狭窄および閉塞に備え，必要があれぽ冠

動脈拡張剤や抗不整脈剤の投与を行うことも必要であ

ろう．これらについても今後症例を増やし，検討する

必要がある，またPTCAの無効例に対しては，最近で

はDCA（directcoronary　athelectomy）やRotablator

などの報告もあり，これらも併せて今後検討すべき課

題である1D12）．
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Percutaneous　Transluminal　Coronary　Angioplasty　for　Kawasaki　Disease：

　　　　　　　　　　　　　4Cases　Report　and　Literature　Review

Katsumi　Akimoto，　Mataichi　Ohkubo，　Kei　Nishimoto，　Toshihiro　lno，

　　　　　　　　　　Keijiroh　Yabuta　and　Hiroshi　Yamaguchi

　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，Juntendo　University

　　　We　treated　four　patients　who　had　been　diagnosed　of　Kawasaki　disease　and　had　developed　coronary

stenosis　with　percutaneous　transluminal　coronary　angioplasty（PTCA）．　All　of　these　cases　except　one

who　had　calcification　around　the　coronary　artery　succeeded　to　release　under　50％of　stenosis．　The

patients　were　all　boys　and　ages　ranged　from　2　to　18　year　old，　mean　age　was　8．75　year．　The　period　from

onset　to　PTCA　were　2　to　16　year，　mean　7．5year．　All　patients　had　no　symptom　and　no　ischemic　change

on　ECG．　The　dypiridamole　loading　201TI　scintigraphy　has　performed　before　PTCA　and　no　defect　area

was　found　in　all　patients．　The　stenosis　occurred　one　lesion　in　each　patient．　Two　cases　had　on　RCA

（Seg．1and　Seg．2）and　other　two　cases　had　on　LCA（Seg．6）．　The　stenosis　rates　were　more　than　75％，

from　75％to　95％．　We　used　the　piccolino　catheters，　balloon　size　ranged　from　2．25　to　2．75　mm　and

pressure　ranged　from　4　to　8　atm．　There　was　no　complications　except　transient　ST－T　change　on　ECG

during　inflation．　In　one　case　who　was　18・year－old　and　calcification　was　found　around　coronary　artery

PTCAwas　not　successful　even　the　inflation　pressure　was　high．　These　results　suggest　PTCA　might　be

ausefull　alternative　to　surgery　for　children　with　the　coronary　artery　stenosis　due　to　Kawasaki　disease．

However　the　new　criteria　for　indication　of　PTCA　is　mandatory　in　the　furture．
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