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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　免疫グロブリン療法（IVGG）を行っても，川崎病に冠動脈瘤が発生する場合がある．このような冠動

脈瘤の発生を防止するために，免疫グロブリン追加投与をはじめとする治療法が近年試みられている．

本研究の目的は，IVGGが終了した時点で冠動脈瘤発生を予測する方法を考案し，これらの治療法の適応

基準を確立することである．

　1990年～1994年に川崎病の診断でIVGG（1，000～2　，　000mg／kg，3～5日間分割投与）を行った76例

（0歳1カ月～9歳0カ月，中央値1歳7カ月．男51例，女25例）を，心超音波検査上，冠動脈瘤あり12

例（径4mm以上）と冠動脈瘤なし64例（径4mm未満）の2群に分け，以下の指標について後方視的分

析を行った：年齢，性，IVGG終了後における体温，血液検査所見（白血球数，ヘマトクリット値，血小

板数，血清アルブミン値，CRP値）．これらの指標について，　sensitivity，　specificityがいずれも80％以

上となるcut－off値を求めた．

　得られたcut－off値は，①体温37．5℃以上（sensitivity　83％，　speci丘city　83％．以下同様に示す），②

白血球数15，000／mm3以上（83％，89％），③CRP値5．Omg／dl以上（83％，84％）の3項目であった．

このうち，いずれか2項目以上を満たす例（92％，86％）を，冠動脈瘤発生の予測法の陽性基準とした．

　　　　　　　　　緒　　言

　川崎病に対しIVGGを行っても，冠動脈瘤が発生す

る場合があり，中には巨大冠動脈瘤から心筋梗塞を生

じる重症例も存在する1）－7）．このような症例に対し，近

年，免疫グロブリンの追加投与8）をはじめ，ステロイド

パルス療法9〕，ウリナスタチンの投与’°）などの治療法

が試みられている．これらの治療法は，IVGG終了後な

お冠動脈瘤発生の危険性が高いと予測される症例に対
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し，早期に行うべきと考えられるが，現時点ではこの

ような症例を選択する基準は確立していない．そこで，

IVGGが終了した時点で冠動脈瘤発生を予測する方法

について検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　1990年1月から1994年12月までに，川崎病の診断基

準を満たし，3施設（慶雁義塾大学付属病院，都立清

瀬小児病院，横浜市立市民病院）に入院した患者数は

202例であった．このうち，1）IVGG開始前に超音波検

査上冠動脈病変がない．2）IVGGを施行した，3）

IVGG開始前1日以内と終了後3日以内に血液検査を
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　　人院時　　　　冠動脈瘤なし

超音波検査所見　　　　170

血液検査施行

　　76

30～40病日　　冠動脈瘤なし　　冠動脈瘤あり

超音波検査所見　　　　64

　　　　　　　　　1群
　　　　　　　　　　　　対象

川崎病症例

　202

12

n群

　　図1　調査対象の選択

正VGG未施行

　72

不明

25

行った，の3条件を満足する76例を対象とし，後方視

的に調査を行った（図1）．除外した症例の内訳は，入

院時に冠動脈病変があったもの7例，入院時に超音波

検査を行っていないもの25例，IVGGを行っていない

もの72例，IVGG開始前1日以内に血液検査を行って

いないもの2例，IVGG終了後3日以内に血液検査を

行っていないもの20例であった．

　対象76例の30～40病口における冠動脈超音波検査所

見を，斎藤らの方法ll）に基づき，1群：冠動脈瘤なし64

例（斎藤らの0度51例，1度13例），II群：冠動脈瘤あ

り12例（斎藤らの2度7例，3度5例）に分類した．

0度は径2mm以下（4歳以上では2．5mm以下），1度

は径4mm以下，2度は径4mm以上，3度は球状・数

珠状を示し径6～8mm以上のものである．冠動脈瘤の

径の区分は，狭窄性病変をきたす危険性の有無から4

mmとすることが妥当12）と考え，0度，1度は1群に，

2度，3度をII群に分類した．

　両群について，IVGGの方法（開始病日，投与口数，

総投与量），年齢，性，IVGG開始前（IVGG前）と終

了後（IVGG後）における体温，血液検査所見（白血球

数，ヘマトクリット値，血小板数，血清アルブミン値，

CRP値）について比較を行った．　IVGG前・後の値は，

体温は，IVGG開始前と終了後の1日以内の最高体温

とした．血液検査所見は，IVGG開始前1日以内と終了

後3日以内の測定値とした（複数回測定した場合は，

それぞれIVGG開始時と終了時に近い口の値を採用

した）．有意差のある項目について，sensitivity，

specificityがいずれも80％以上を満たすcut－off値を

求めた．これらのcut－off値を組み合わせることによ

り，冠動脈瘤発生の予測法を検討した．

　IVGGの方法に関する数値の分布は，平均値±標準

偏差で表示し，t検定で解析した．その他の数値の分布

は，中央値：〔25パーセント点，75パーセント点〕で表

示し，Mann－Whitney検定で解析した13）．比率の比較

についてはκ2検定で解析した．有意水準は5％とし

た．

　　　　　　　　　　成　　績

　1）両群の比較

　①IVGGの方法（表1）

　1群，II群に対するIVGGの方法は，それぞれ，開

始病日は5．8＋1．4，5．2±1．5，投与日数は4．5±0．5，

4．5±O．5，免疫グロブリンの総投与量（mg／kg）は

1，520±370，1，590±290で，いずれも有意差はなかっ

た．総量1，500mg／kg以下の症例は，1群33例（51％），

II群4例（33％）で（有意差なし），1，000mg／kg未満

の症例はなかった．

　なお，両群の全例に対し，アスピリン30～50mg／kg／

dayの経口投与が併用されていた．

　免疫グロブリンの追加投与は2例に行われていた．

症例8は18病日から2日間総量1，600mg／kgを，症例

10は17病日から5日間総量1　，　OOOmg／kgを投与されて

いた．いずれも追加投与を開始する前に冠動脈瘤が生

じていた．

　②年齢（表1）

　1群は1歳8カ月二〔0歳9カ月，3歳3カ月〕，II

群は0歳7カ月：〔0歳4カ月，3歳11カ月〕で，両群
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表1　両群とII群各症例の年齢，性，　IVGGの方法，冠動脈瘤の程度

IVGGの方法＊＊ 免疫グロブリン
群　症例 年　　齢 性

開始
病日

投与
口数

総投与量
（m9／kg）

迫加投与の有無
　（開始病日）

冠動脈瘤の程度
（出現した病日）

1　64例 1歳8カ月： 男44例 5．8±1．4 4．5±0．5 1，520±370 全例なし 0度51例

〔0歳9カ月，　3歳3ヵ月〕 女20例 1度13例

IIl2例 0歳7カ月： 男7例 5．2±1．5 4．5±0．5 1，590±290 2例あり 2度7例
〔0歳4カ月，3歳11カ月〕 女5例

　　3度5例一一一一一一一一一一←A≡●一一一≡■・

，●≡≡一’・一一一一’ 一齢梧一一←＿＿一一一一一一A’一一一一一一一一“一一参テー一一一一一 一一一一一一一⌒一一 一≡一A，≡≡≡←’一≡ 一一一一一〔←一一一　一 一一一一一一一一一≡一一一一’ 一≡≡≡“’≡“一一一一一一一一一一一一

1 0歳4カ月 男 3 5 1，750 なし 2度（17）

2 0歳7カ月 女 6 4 1，600 なし 2度（20）

3 4歳11カ月 女 5 4 1，600 なし 2度（14）

4 9歳Oカ月 女 7 4 1，600 なし 2度（13）

5 2歳9カ月 女 5 3 1，200 なし 2度（14）

6 0歳6カ月 男 5 5 2，000 なし 2度（13）

7 0歳3カ月 男 3 5 1，500 なし 2度（20）

8 0歳7カ月 男 4 4 1，600 あり（18） 3度（12）

9 0歳4カ月 女 6 5 1，750 なし 3度（14）

10 4歳7カ月 男 8 5 1，000 あり（17） 3度（10）

11 0歳4カ月 男 5 5 2，000 なし 3度（15）

12 3歳3カ月 男 5 5 1，500 なし 3度（14）

＊両群の値は中央値：〔25パーセント点，75パーセント点〕で示す．

＊＊ 両群の値は平均値±標準偏差で示す．

の年齢に有意差はなかった．

　1歳で区分した各年齢群におけるII群の占める割合

は，1歳未満28％（7例），1歳以上10％（5例）であっ

た（有意差なし）．

　③性（表1）

　1群は男44例（69％），女20例（31％），II群は男7

例（58％），女5例（42％）で，両群の性別に有意差は

なかった．

　④体温（℃）（図2）

　IVGG前では，1群39．5：〔39．2，39．8〕，　II群39．6：

〔39．0，40．0〕で，両群に有意差はなかった．IVGG後

では，1群36．6：〔36．4，37．2〕，II群38．8：〔37．7，39．0〕

で，II群が有意に高値であった（p＜0．01）．両群の

cut－off値は，　IVGG後の体温37．5℃であった．

　⑤白血球数（×103／Mm3）（図3）

　IVGG前では，1群13．2：〔10．6，16．9〕，　II群12．0：

〔10．1，16．7〕で，両群に有意差はなかった．IVGG後

では，1群9．1：〔6．8，11．9〕，II群21．4：〔17．0，24．0〕

（℃）

40

37

二
p＜O．Ol　　．一一1群：冠動脈瘤なし

「一一「－ll群：冠動脈瘤あり

R．
＼

　、

一L

・37．5

35
　　　　　1VGG前　　　　　IVGG後

図2　両群のIVGG前後の体温．値の分布は箱ヒゲ図

　（箱の上の線は75パーセント点，下の線は25パーセン

　　ト点，中の線は中央値，上のヒゲは上側境界点，下

　の線は下側境界点）で表す13）．点線は両群のcut－off

　値を示す．

（×1　03／mm3）

40

30

20

10

＝ 牢
一

ll群

1群：冠動脈瘤なし

　：冠動脈瘤あり

ttiii’”一”一一’－i5

O

　　　　lVGG前　　　　　　IVGG後

図3　両群のIVGG前後の白血球数．値の分布は箱ヒ

　ゲ図（箱の上の線は75パーセント点，下の線は25パー

　セント点，中の線は中央値，上のヒゲは上側境界点，

　下の線は下側境界点）で表す13）．点線は両群のcut－

　off値を示す．
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図4　両群のIVGG前後のヘマトクリット値．値の分

　布は箱ヒゲ図（箱の上の線は75パーセント点，下の

　線は25パーセント点，中の線は中央値，上のヒゲは

　上側境界点，下の線は下側境界点）で表す13）．

（9／dl）

5
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3

2

1

二 巴
　一1群：冠動脈瘤なし

一
皿群：冠動脈瘤あり

IVGG前 lVGG後

図6　両群のIVGG前後の血清アルブミン値．値の分

　布は箱ヒゲ図（箱の上の線は75パーセント点，下の

　線は25パーセント点，中の線は中央値，ヒのヒゲは

　上側境界点，下の線は下側境界点）で表す13｝．

（X104／Mm3）
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図5　両群のIVGG前後の血小板数．値の分布は箱ヒ

　ゲ図（箱の上の線は75パーセント点，下の線は25パー

　セント点，中の線は中央値，上のヒゲは上側境界点，

　下の線は下側境界点）で表す13）．

（mg／dl）
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lVGG前

　　　　　1群：冠動脈瘤なし
p＜0．01

　　　－ll群：冠動脈瘤あり

IVGG後

5

図7　両群のIVGG前後のCRP値．値の分布は箱ヒ
　ゲ図（箱の上の線は75パーセント点，下の線は25パー

　セント点，中の線は中央値，上のヒゲは上側境界点，

　下の線は下側境界点）で表す13）．点線は両群のcut－

　off値を示す．

で，II群が有意に高値であった（p＜0．01）．両群の

cut・off値は，　IVGG後の白血球数15，000／mm3であっ

た．

　⑥ヘマトクリット値（％）（図4）

　IVGG前では，1群34．0：〔32．4，36．3〕，　II群32．0：

〔31．2，35．1〕で，両群に有意差はなかった．IVGG後

では，1群34．2：〔31．9，　35．7〕，II群29．6：〔27．4，31．2〕

で，II群が有意に低値であった（p〈0．01）が，両群に

オーバーラップがありcut－off値は求められなかった．

　⑦血小板数（×104／mm3）（図5）

　IVGG前では，1群35．4：〔30．6，42．9〕，　II群33．1：

〔28．1，37．．1〕で，両群に有意差はなかった．IVGG後

も，1群59．1：〔47．4，70．6〕，II群56．0：〔19．6，64．5〕

で，両群に有意差はなかった．

　⑧血清アルブミン値（g／dl）（図6）

　IVGG前では，1群3．7：〔3．5，4．0〕，　II群3．5：〔3．1，

3．7〕で，両群に有意差はなかった．IVGG後では，1

群3．7：〔3．2，3．9〕，II群2．4：〔2．1，3．1〕で，　II群が

有意に低値であった（p＜0．01）が，両群にオーバー

ラップがありcut－off値は求められなかった．

　⑨CRP値（mg／d1）（図7）

　IVGG前では，1群9．6：〔5．6，13．9〕，　II群11．4：

〔8．5，18．7〕で，両群に有意差はなかった．IVGG後で

は，1群0．8：〔O．4，2．1〕，II群14．1：〔6．6，17．1〕で，

II群が有意に高値であった（p〈0．O！）．両群のcut－off

値は，IVGG後の5．Omg／dlであった．

　2）冠動脈瘤発生の予測法（表2）

　以上から，II群に属するcut－off値は，

　①IVGG後の体温：37．5℃以上

　②IVGG後の白血球数：15，000／mm3以上

　③IVGG後のCRP値：5．Omg／dl以上

の3項目であった．

　各項目1つのみを陽性基準とした場合，それぞれの

sensitivity，　specificityは，①83％，83％，②83％，89％，

③83％，84％であった．これら3項目のうち，a）いず
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表2　各陽性基準のsensitivity，　specificity

陽性基準
sellsitivity

　（％）
speci五city
　（％）

IVGG後の
①体温：37．5℃以上 83 83

②白血球数：15，000／mm3以一ヒ 83 89

③CRP値：5．Omg／dl以ヒ 83 84

上記3項目のうち

al項日以上 92 80

b2項目以上 92 86

c3項目すべて 75 92

れか1項目以上を満たす例を陽性とすると92％，80％，

b）2項目以上では92％，86％，c）3項目すべてでは

75％，92％であった．陽性基準の望ましい条件は，第

1に最もsensitivityが高いこと，第2になるべく

specificityが高いことであると考えた．①～③および

a）～c）のうち，この条件に合致するものはb）であっ

た．したがって，b）の基準にもとついた予測法が妥当

と考えられた．

　本予測法の陽性例は20例（対象76例中の27％）で，

9例が1群（偽陽性）で，11例がII群であった（陽性

予測値は55％）．陰性例は56例で，55例が1群で，1例

がII群（偽陰性）であった（陰性予測値は98％）．オッ

ズ比は79．8（95％信頼区間71．5～89．0）であった．

　偽陰性の1例（表1，症例4）は7病口から4日間，

総量1，600mg／kgのIVGGを行い，9病日に解熱し

た．IVGG終了後の体温36．8°C，白血球数8，600／mm3，

CRP値1．4mg／dlで，本予測法は陰性であったが，13病

日に行った超音波検査で冠動脈瘤が発見された．

　　　　　　　　　　考　　察

　今回の検討で，IVGG終了後の体温，白血球数，　CRP

値を組み合わせることにより，sensitivity　92％，

speci丘city　86％で，冠動脈瘤発生を予測できることが

明らかになった．従来，IVGG施行後に冠動脈瘤が発生

した例の特徴として，IVGG終了後も，発熱が持続す

る1）2）5）一’7），血液検査所見（白血球数1）2〕6），好中球数6），

ヘモグロビン値1｝5）7），血小板数1），CRP値D2）5），血清ア

ルブミン値1）5），血清IgG値7｝）の異常値が持続すること

が報告されているが，冠動脈瘤発生を予測する実際的

方法は示されていない．なかでも，発熱の持続が重視

され，免疫グロブリン追加投与の適応基準として用い

られている8〕が，発熱の持続のみで冠動脈瘤発生を予

測することの妥当性は検討されていない．今回の検討

では，体温だけでなく，白血球数，CRP値も加味した
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方が，より正確に冠動脈瘤発生を予測できると考えら

れた．今回の予測法では，1例だけ，3項目すべてが

cut・off値以下を示した偽陰［生例（症例4）が存在した．

このような症例を陽性と判定する予測法では
specificityが低いものになる．現時点では，免疫グロブ

リン追加投与などの治療法の有効性や副作用が明らか

でない以上，sensitivityだけでなくspecificityも高い

予測法を用いて治療の適応を決定するべきであると考

える．

　鮎沢らは，IVGGを行っても，／歳未満（特に6カ月

未満）と男性であることが，巨大冠動脈瘤の危険因子

であったと報告している4）．今回の検討では，年齢，性

は冠動脈瘤発生の有意な危険因子とは考えられなかっ

た．しかし，年齢に関しては，1歳未満に冠動脈瘤の

発生が多い傾向はあり，症例数を増やせば有意差が生

じた可能性はある．いずれにしても，今回の検討では，

両群の年齢，性の構成には有意差がなかったことから，

本予測法は年齢，性を考慮することなしに適用するこ

とができると考えられる．

　今回の検討では，IVGG開始前の体温，血液検査所見

（白血球数，ヘマトクリット値，血小板数，血清アルブ

ミン値，CRP値）は，すべて両群間で有意差がなく，

IVGG開始前に冠動脈瘤発生を予測することはできな

いと考えられた．岡嶋ら2）は，冠動脈正常例群と冠動脈

瘤合併例で，原田のスコア14）（年齢，性，白血球数，ヘ

マトクリット値，血小板数，血清アルブミン値，CRP

値からIVGGの適応を決定する方法）に有意差がな

かったことから，われわれと同様の見解を述べている．

　IVGGの方法に関しては，最近総量1，000mg／kgよ

り2，000mg／kgの方］5）が，また，従来の分割投与より総

量を1日で投与する方（超大量ガンマグロブリン療

法）16）が，冠動脈瘤の発生率が低いと報告されている．

本研究は，1990～1994年の後方視的調査であったため，

IVGGの方法は総量1，000～2，000mg／kgの分割投与

であった．したがって，これ以外の投与法を行った例

に本予測法を適用できるかどうかは不明である．この

点は，今回の検討が比較的少数例を対象としている点

とともに，本研究の限界であると考えられる．

　免疫グロブリン追加投与は，今回II群の2例に行っ

たが，いずれも開始時にはすでに冠動脈瘤が生じてい

た．免疫グロブリン追加投与などの治療法を開始する

時期は，なるべく早期で冠動脈瘤が生じる前が望まし

い．今回提唱した予測法は，IVGGが終了した時点で簡

便に判定でき，sensitivity，　specificityとも高いという
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利点があり，これらの治療法の適応基準を早期に判断

する際に利用できると考えられる．今回は後方視的検

討であるため，IVGG終了後3日以内の血液検査値を

指標としたが，10病日前後で冠動脈の拡張がはじまる

といわれている17）ので，実際に適用する場合はIVGG

終了直後に血液検査を行うべきと思われる．

　稿を終えるにあたり，御校閲いただいた慶雁義塾大学医

学部小児科学教室松尾宣武教授に深謝いたします．

　本論文の要旨は第31同日本小児循環器学会総会（平成7

年，宇都宮）で発表した．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）池田志麻子，佐々木照子，藤田明美，武部充子，辻

　　　美代子，野木俊二，野木俊二，荻野廣太郎，小林陽

　　　之助，竹岡和子，西田直樹，太田　亨，荻野伸子：

　　　ガンマグロブリン大量静注療法にもかかわらず冠

　　　動脈瘤形成を認めた川崎病症例の検討．Prog　Med

　　　1991；11：1748－1755

　2）岡嶋良知，寺井　勝，田島和幸，中島弘道，小穴慎

　　　二，飛田公理，植田育也，新見仁男：免疫グロブリ

　　　ン大量療法でも冠動脈瘤を来した川崎病症例の検

　　　討．日児誌　1993；97：2247－2251

　3）古荘純一，野嵜喜郎，奥山和男，相沢共樹，神田実

　　　喜男，高橋　啓，直江史郎：川崎病急性期の経静脈

　　　的γグロブリン大量投与施行にもかかわらず死

　　　亡した1乳児例一臨床面からの検討　．日小循誌

　　　1993；9：481　－485

　4）鮎沢　衛，原田研介：川崎病に対するγ一globulin

　　　の適切な使用法．小児科　1995；36：461－466

　5）山崎嘉久，久野保夫，田内宣生，長谷川誠一，藤井

　　　秀比古，小野博正，矢嶋茂裕，桑原尚志，市川孝行，

　　　河野秀俊，仁木良夫，近藤富雄，田中　浩，山田重

　　　昭，小沢武司，川出麻由美，浅野直美，鷲尾　明：

　　　川崎病に対するガンマグロブリン大量療法不応例

　　　の検討．Prog　Med　1990；10：63－70

　6）尾内喜四郎，柳澤正義，白石裕比湖，平山恒夫，勝

　　　部康弘，清沢伸幸，松田　博，石川純一，中島光好：

　　　川崎病に対するPH4処理酸性人免疫グロブリン

　　　製剤（C425）を用いた多施設ランダムコントロー

　　　ルスタディー（2）免疫グロブリン療法下の好中球

　　　数は冠動脈障害の予後因子となり得るか？　日児

　　　誌　　1992；96：2680－2688

　7）Morikawa　Y，　Ohashi　Y，　Harada　K，　Asai　T，

　　　Okawa　S，　Nagashima　M，　Katoh　T，　Baba　K，

　　　Furusho　K，　Okuni　M，　Osano　M：Determinants

17－（17）

　　of　the　risk　of　coronary　abnormalities　after

　　intravenous　gamma　globulin　therapy　in　chil－

　　dren　with　Kawasaki　disease．　The　2ユst　I1ユterna－

　　tional　Congress　of　Pediatrics　1995；37

8）Sundel　RP，　Burns　JC，　Baker　A，　Beiser　AS，

　　Newburger　JW：Gamma　globulin　re－
　　treatment　in　Kawasaki　disease．　J　Pediatr　I993；

　　123：657－659

9）Wright　DA，　Newburger　JW，　Baker　A，　Sundel

　　RP：Treatment　of　immune　globulin－resistant

　　Kawasaki　disease　with　pulsed　doses　of　corticos－

　　teroids．　J　Pediatr　1996；128：ユ46－149

10）中野正大，山田祥子，林　幸恵，森下雅之，岩城利

　　充，豊田桃三二急性期川崎病に対する新しい治療

　　法　ウリナスタチン療法について　．小児科臨床

　　1996；49：435－444

11）斉藤彰博，野島恵子，上田　憲，中野博行：超音波

　　断層による川崎病冠動脈病変の重症度分類とその

　　推移の評価．小児科臨床　1985；38：562－570

12）薗部友良，土屋恵司，片岡　正，大川澄男，与田仁

　　志：川崎病の画像診断の進歩．断層心エコーとド

　　ップラー心エコー検査．小児内科　1990；22：1835

　　－1839

13）古川俊之，丹後俊郎：新版医学への統計学．東京，

　　朝倉書店，1993

14）原田研介：川崎病のガンマグロブリン療法一一その

　　適応にっいて一．Prog　Med　1990；］0：23－27

15）Morikawa　Y，　Ohashi　Y，　Harada　K，　Asai　T，

　　Okawa　S，　Nagashima　M，　Katoh　T，　Baba　K，

　　Furusho　K，　Okuni　M，　Osano　M：A
　　multicenter，　randomized，　controlled　trial　of

　　intravenous　gamma　globulin　therapy　in　chil－

　　dren　with　acute　Kawasaki　disease．　Acta　Ped

　　Jpn　1994；36：347　　354

16）Newburger　JW，　Takanashi　M，　Beiser　AS、

　　Burns　JC，　Bastein　J，　Chung　KJ，Colan　SD，　Duffy

　　E，Fulton　DR，　Glode　MP，　Mason　WH，　Meissner

　　HC，　Rowley　AH，　Shulman　ST，　Reddy　V，　Sundel

　　RP，　Wiggins　JW，　Colton　T，　Melish　ME，　Rosen

　　FS：Asingle　intravenousinfusion　of　gammag－

　　lobulin　as　compared　with　four　infusion　in　the

　　treatment　of　acute　Kawasaki　syndrome．　New

　　Engl　J　Med　1991；324：1633－－1639

17）神谷哲朗，鈴木淳子：川崎病による冠動脈障害の

　　発生と進展．循環器研究の進歩　1982；3：1925

Presented by Medical*Online



18－（18） H本小児循環器学会雑誌　第13巻　第1号

Development　of　Criteria　to　Determine　Risk　of　Coronary　Artery

　　　　　Aneurysms　in　Patients　with　Kawasaki　Disease　after

　　　　　　　　　　Intravenous　Gamma　Globulin　Treatment

Masaru　Miura1），　Yoshifumi　Kojima2），　Masaaki　Satoh3），　Jun　Ishihara2｝，

　　　　　　Mitsuaki　Tokumura2），　Hideaki　Kasai3），　Yasuki　Katada2），

　　　　　　　　　　　　　Toshiya　Furuta3），　Hiroyuki　Fukushima2），

　　　　　　　　　　　　　Hiroyuki　Yamagishi2）and　Jun　Maeda2）

　　　1）Department　of　Pediatrics，　Yokohama　Municipal　Citizen’s　Hospital

　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Keio　University　School　of　Medicine

3）Department　of　Cardiology，　Tokyo　Metropolitan　Kiyose　Children’s　Hospital

　　　Some　patients　with　Kawasaki　disease　are　at　risk　for　coronary　artery　aneurysms（CAA）after

intravenous　galnma　globulin（IVGG）treatment．　IVGG　re－treatment　may　be　beneficial　in　reducing

the　prevalence　of　CAA　and　should　be　performed　in　patients　at　risk　for　CAA　after　initial　IVGG

treatment．

　　　The　aim　of　this　study　was　to　determine　criteria　to　predict　the　development　of　CAA　after

IVGG　treatment．　We　retrospectively　investigated　seventy－six　patients　with　Kawasaki　disease

who　had　received　IVGG　treatment．　Subjects　consisted　of　51　males　and　25　females　ranging　in　age

from　l　month　to　g　years（median，1year　7　months）were　separated　into　two　groups　by　presence

or　absence　of　CAA　determined　by　echocardiography（12　cases　had　CAA　and　64　had　no　CAA）．

　　　　By　analyzing　both　groups　in　terms　of　age　and　gender　as　well　as　laboratory　data　following

initial　IVGG　treatment，　a　sensitivity　and　specificity　of　80％was　noted．　Cutっff　points　f〔〕r　the

laboratory　data　analyzed　were　1）body　temperture　37．5；2）white　blood　cell　count（WBC）15，000／

mm3；and　3）Creactive　protein（CRP）5．Omg／dl．

　　　We　found　that　subjects　satisfing　20ut　of　the　31aboratory　values　demonstrated　a　92％

sensitivity　and　86％specificity，　making　patients　meeting　these　criteria　good　candidates　for　IVGG

retreatment．
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