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川崎病後の急性心筋梗塞にPTCR・PTCAが有効であった1例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病において，冠動脈障害は大きな問題である．右冠動脈病変は閉塞を起こすことは多いが，急性

心筋梗塞の症状を呈することは，左冠動脈に比べて少ないと言われている．

　急性心筋梗塞の治療については，成人の冠動脈疾患において行われる経皮的冠動脈血栓溶解療法（以

下，PTCRと略す），経皮的冠動脈形成術（以下，　PTCAと略す）が応用されているが，小児での報告は

稀である．

　今回，川崎病罹患4年後に，右冠動脈単独閉塞により心筋梗塞発作が出現した，11歳男児例を経験し

た．発症3時間半後より施行したPTCR，　PTCAが有効であった．心筋梗塞発症時に，　PTCR後，残存

狭窄に対してただちにPTCAを施行した例は，調べた限りでは無く，貴重な症例と思われた．

　なお，PTCRには組織プラスミノーゲンアクチベーター（以下，　t－PAと略す）を計320万単位投与し

た．

　　　　　　　　　　はじめに

　川崎病後の冠動脈病変では，特に右冠動脈において

は，閉塞が起きても必ずしも心筋梗塞発作が出現する

とは限らない1）～4）．しかし，川崎病で急性心筋梗塞は主

な死亡原因となっている．急性心筋梗塞の治療につい

ては，血栓溶解剤の経静脈投与もしくはPTCR，さら

にPTCAの報告が散見される5）～8）．今回，川崎病後の

急性心筋梗塞例に対して，成人の冠動脈疾患に準じて，

t－PAによるPTCR，　PTCAを行い，良好な結果を得た

ので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例は11歳男子，35kg，142cmである．6歳時に川

崎病に罹患した．γ一グロブリンとアスピリンで加療さ

れたが，1カ月後には，心エコー検査で右冠動脈

（Segl）に6mm，左前下行枝（Seg6）に6mmの冠動脈

瘤を残した．有熱期間は12日であった．21病日に広島

別刷請求先：（〒723）三原市皆実町1427　1

　　　　　三原興生総合病院小児科　　佐藤　恭子

市民病院に紹介され，以後治療を受けていた．パナル

ジン（100mg）とアスピリン（125mg）の内服を続けて

おり，怠薬はなかった．4年10カ月後の平成8年3月

6日に，学校で鬼ごっこをしたのちに，急に気分不良

となり，冷汗を認め，一時的に意識を消失した．胸痛

はなかった．

　発症2時間後の来院時の検査では，CPKは155と軽

（IU／L）
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　　　　　　　　　　　　　　　　（h）　　　　発症からの時間

図1　CPK値の経時的推移
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図2　発症3時間後の心電図
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図4　1回目のPTCR後の右冠動脈造影
　再疎通している（↑）が，

　めた（↑↑）．
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図3　右冠動脈造影：seg1で完全閉塞を認めた（↑）．

　冠動脈瘤に一致して石灰化を認めた（＊）．

度ヒ昇し（図1），心エコー検査で下壁よりの中隔に

hypokinesisを認めた．心電図は1誘導とV1からV6

にかけてST低下を認めた（図2）．急性心筋梗塞と診

断し，発症3時間半後より心臓カテーテル検査を開始

した．

　冠動脈造影で右冠動脈はSeg1で完全に閉塞してい

た（図3）．ガイドワイヤー（Steerable　guide　wire）

が挿入できたので，まず径1．5mmの小さなバルーン

（Cobra）を使用してから，　t－PA（商品名プラスベータ）

160万単位でPTCRを施行した．その結果，閉塞部位は
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図5　PTCR，　PTCA終了時右冠動脈造影：（↑）は，

　初回造影時の完全閉塞部位，（＾↑）は，1回目の

　PTCR後に認めた高度狭窄部位で，ともに拡大でき
　た．

再疎通したが，その遠位部に高度の狭窄を認めた（図

4）．よって，ただちにPTCAを開始した．また，　t－PA

160万単位によるPTCRを追加した．バルーンは径3．O

mm（Distance），3．5mm（Magical　speedy），4．Olnm

（Chubby）を使用した．バルーンで拡大してもすぐに

血栓ができて閉塞を繰り返すため，PTCAを計8回行

い，さらにカテーテルを直接挿入しての血栓吸引など
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も行った．この時吸引した血栓は，病理診断で新鮮血

栓であった．

　血行再建術は2時間に及んだが，閉塞部，高度狭窄

部ともに拡大できた（図5）．また，成人においてよく

行われているように，バルーンのとどかない末梢に対

し，ガイドワイヤを挿入して微細な血栓を粉砕する操

作を追加した9）．

　左冠動脈については，冠動脈瘤を認めるが，内腔の

壁はスムーズで危険と思われる狭窄病変を認めなかっ

た（図6）．

　なお，左室壁運動解析では下壁と後壁基部の一部で

運動が低下していた．
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図6　左冠動脈造影
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図7　PTCR・PTCA前後の心電図の変化
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　血行再建術中に自覚症状は消失し，心電図のST低

下も治療後に改善した（図7）．しかし，CPKは発症29

時問後に最高2，8841U／Lとなり（図1），ピークに至る

時間が長かったため，再閉塞の可能性も考え発症44時

間後に再度冠動脈造影を行った．

　PTCR，　PTCAを施行した部は再疎通していたが，

末梢で後下行枝に閉塞，房室結節枝に99％の狭窄を認

めた（図8）．

　発症5日後の心筋イメージング（安静時）では，下

壁よりの心室中隔から下壁にかけての右冠動脈領域に

異常を認め，2°’Tl－SPECTで取り込み低下，1231－

BMIPP－SPECT（β一methyl－p－iodophenyl
pentadecanoic　acid）で欠損像と解離現象を認めた（図

9）．心エコー検査では下壁よりの心室中隔に軽度の壁

の菲薄化とhypokinesisを認めた（図10）．

　血行再建術後はワーファリン（2mg）とアスピリン

（150mg）を内服させている．

　その後，自覚症状はなく，心電図でST低下などの異

常も認められず，経過は良好である．なお，心エコー

検査で認められていた壁運動の低下（図10）は，発症

2カ月半後の心エコー検査で改善を認めた．

　　　　　　　　　　考　　察

　PTCAは，成人の冠動脈疾患において主要な治療法

となってきている．川崎病における施行例は，狭窄例

図8　発症44時間後の右冠動脈造影：末梢部に閉塞と

　高度狭窄を認めた（※）．（↑）は初回造影時の完全

　閉塞部位，（↑↑）は］回目のPTCR後に認めた高度

　狭窄部位である．
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図9　心筋イメージング（短軸像）

　欠損と解離現象を認めた．

2°I Tl（左）で取り込み低下，1231－BMIPP（右）で
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図10発症8日後の心エコー図
　kinesisを認めた．

矢印の部でhypo一

に対してはいくつかあるが1°｝～13），急性心筋梗塞に対し

ての施行例は少ない6）7）．また，今回のようにPTCR後

に残存する狭窄に対し，ただちにPTCAを施行した例

は調べ得た限りでは見あたらなかった．

　当院で行っている成人の急性心筋梗塞での治療法

は，まず適応があればPTCRを行い，不成功例や残存

狭窄が75％以上の例では，ただちにPTCAを行ってい

る．これに準じて，今回，11歳の川崎病後の急性心筋

梗塞例にPTCR，　PTCAを施行し，冠動脈の拡張が得

られた．今後，川崎病の冠動脈病変に対する治療を確

立していく上で貴重な経験と思われた．

　t－PAによるPTCRは，小児においても有効である

ことが報告されているが6）8｝，その至適使用量について

は，意見の一致をみていないようである．今回，発症

から3時間半しかたっていないことからPTCRの適

応ありと考え，t－PAの使用量は，成人における最大投

与量（160万単位×4回，計640万単位）の半量（160万

単位×2回，計320万単位，9．1万単位／kg）までとした．

　今までの報告では，狭窄例に対してのPTCAも含め

て，川崎病におけるPTCAの成績は，成人の冠動脈疾

患に比べて極めて悪く，馬場ら14）は拡張が得られたの

図11　（左）6歳時と（右）9歳時の右冠動脈造影
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は55％に過ぎないと報告している．その原因として，

狭窄が内服肥厚によるものであること，石灰化の存在

などが考えられている．

　今回の血行再建術がうまくいった理由として，児の

冠動脈閉塞は内膜肥厚よりも血栓の関与が大きかった

と思われること，また，発症から4年10カ月とあまり

年数がたっていなかったことなどが考えられた9）．血

行再建術中に再閉塞を繰り返したが，造影所見からは

血栓の再形成が疑われた．また，吸引した血栓の組織

は新鮮血栓であった．よって，児は血栓が形成されや

すい状態にあったと考えられる．成人において，右冠

動脈では，病変が不安定で血栓をつくりやすい状態に

ある例があり，特に右冠動脈にectasiaを認める例に

見られる．児も同様に右冠動脈は血栓が形成されやす

い状態にあった可能性がある．よって，t－PAによる

PTCRにPTCAを組み合わせて行ったことが良好な

結果となったのではないかと推測された．

　心エコー所見，心筋イメージング所見から中隔から

下壁にかけて心筋梗塞が起こったものと思われた．こ

れは，右冠動脈領域と一致していた．また，心電図で

の1誘導，V1からV6のST低下の変化は心筋梗塞部

位の対側性変化と考えられた．II，　IIL　aVfで明らか

な変化が認められなかったが，この理由は不明である．

　発症5日後の心筋イメージングでは，2°’Tl－SPECT

で取り込み低下，i231－BMIPP－SPECTで欠損像と解離

現象を認めた（図3）．タリウムは血流を反映するもの

であり，BMIPPは心筋の脂肪酸代謝を反映し，急性期

の血行再建術の有無にかかわらず梗塞部の著明な集積

低下を示すと言われている．従って，この解離現象は

いわゆるstunningの状態を反映しているものと考え

られ，壁運動低下の改善の可能性が示唆された．実際，

心エコー検査では，壁運動の低下は発症2カ月半後に

改善しており，今回の血行再建術は心筋の機能面でも

有効であったと考えられた．

　急性心筋梗塞における再疎通の評価として，症状の

改善，心電図におけるST上昇の迅速な正常化，再灌流

不整脈の出現，生化学的マーカーなどが挙げられてい

る．今同，症状は改善し心電図も正常化したが，CPK

のピークが発症29時間後と遅かった（図1）．心筋梗塞

で再疎通した場合CPKの値はwash－out現象により

急速に上昇し発症12から14時間でピークになり，再疎

通が得られなかった場合の21時間に比べ，有意にピー

クの達する時間が短いと言われている．従って，再閉

塞を危惧したが，再度の血管造影の結果では，後下行

781－（43）

枝に閉塞，房室結節枝に99％の狭窄を認め，右冠動脈

末梢に小さな梗塞が起こりCPK高値が続いたものと

考えられた．

　血行再建術の直後に行った血管造影では後下行枝，

房室結節枝が造影されていた．おそらくは，血行再建

術後に近位部の血栓が末梢に飛んだものと思われた．

　川崎病において，冠動脈瘤が閉塞性病変へと進展す

る危険因子として，径8mm以上のいわゆる巨大冠動脈

瘤が最も予後不良で，次いで数珠状の冠動脈瘤が予後

不良であると言われている’5）．児は川崎病罹患の3カ

月後と，2年9カ月後に心臓カテーテル検査を施行し

ており，右冠動脈造影（図11）では，3カ月後の検査

時にはseg1からseg2にかけて拡大病変を認め，2年9

カ月後には冠動脈瘤は数珠状に変化していた．瘤は最

大で径7mmであった．左冠動脈も含め高度の狭窄病変

は認めなかった．

　数珠状ではあったが，8mm以上の巨大冠動脈瘤では

なく，高度狭窄を認めなかった冠動脈に完全閉塞が出

現した．たとえ，巨大冠動脈瘤や高度狭窄はなくても，

また右冠動脈の病変であっても，数珠状の冠動脈瘤を

残す症例は，決して油断することなく経過を見ていく

必要があると思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．右冠動脈単独閉塞で，心筋梗塞発作を起こした11

歳男児例を報告した．

　2．発症3時間半後よりPTCRを行い，残存狭窄に

対してただちにPTCAを施行し，有効であった．

　3．径8mm以上のいわゆる巨大冠動脈瘤でなくと

も，数珠状冠動脈瘤の例では心筋梗塞の可能性もある

ので，油断することなく経過観察する必要があると思

われた．
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ACase　of　Acute　Myocardial　Infarction　Developing　Following　Kawasaki　Disease

　　　　　　　　　　　in　Whom　PTCR・PTCA　Proved　Effective

　　　　　　　Yasuko　Sato　and　Takeshi　Nishi

Department　of　Pediatric　Cardiology，　Hiroshima　City　Hospita1

　　Coronary　artery　disorder　in　Kawasaki　disease　poses　a　serious　problem．　Right　coronary

artcry　lesion　sometimes　brings　rise　to　obstruction，　but　it　is　said　that　it　rarely　induces　symptomes

of　acute　myocardial　infarction．

　　In　the　treatment　of　acute　myocardial　infarction，　percutaneous　transluminal　coronary

recanalization（PTCR）・percutaneous　transluminal　coronary　angioplasty（PTCA）provided　to

coronary　heart　disease　in　adult　are　applied，　but　reports　of　such　cases　are　limited．

　　We　experienced　a　case　of　acute　myocardial　infarction　induced　by　right　coronary　obstruction

in　a　ll－year－old　boy　four　years　after　developing　Kawasaki　disease．　PRC・PTCA　conducted　3．5

hours　after　onset　proved　effective．　In　PTCR，　a　total　of　3，200，000　units　of　t・PA　was　administered．
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