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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病既往児の遠隔期における心機能障害の評価を行うために，dipyridamole負荷（D負荷）断層心

エコー法を施行して左室局所壁厚変化率を検討した．対象は急性期に冠動脈瘤を認め，発症後2年以上

経過した川崎病既往児の21例である．このうち，遠隔期の冠動脈病変の最大径が4mm未満に改善したも

のをA群（9例），最大径が4rnm以上の冠動脈瘤を残すが狭窄性病変を認めないものをB群（6例），

狭窄性病変を生じたものをC群（6例）とした．A群B群ではD負荷による平均壁厚変化率は上昇した

が有意差はなく，A群B群とも2例にD負荷後の局所壁厚変化率に低下を認めた．C群ではD負荷によ

る平均壁厚変化率は低下したが有意差はなく，D負荷後の4例に局所壁厚変化率の低下を認めた．遠隔

期に冠動脈造影所見が改善してもD負荷に対する反応が悪く壁厚変化率に異常を認める例があり，川崎

病既往児の経過観察においては心エコー検査などにより，冠動脈の形態のみならず左心機能に対しても

注意を払う必要がある．

　　　　　　　　　　はじめに

　川崎病’）における冠状動脈（以下冠動脈）病変を中心

とした心血管障害は，患児の予後を考慮するうえで重

要な問題である．病初期に形成された冠動脈瘤は，経

過とともに正常化するものもあれば，中には狭窄性あ

るいは閉塞性病変へと増悪するものがあることが知ら

れている2）．しかし冠動脈病変が改善した症例におい

ても左室局所壁運動解析を行うと異常を呈するものが

あることが認められており3），川崎病罹患後遠隔期の

症例では冠動脈後遺症を残した症例はもとより，形態

学的には冠動脈病変が改善したように思われれる症例

でも，左心機能の異常の有無を知ることは治療や管理

において必要である．我々はdipyridamole負荷断層

心エコー法により左室局所壁厚の変化を解析し，川崎
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病既往児の遠隔期における左心機能の評価を試みた．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は急性期の冠動脈造影にて内径が4mm以上の

冠動脈瘤が認められ，発症後2年以上経過した川崎病

既往児の21例である．川崎病発症時年齢は生後2カ月

から8歳3カ月までの平均2歳9カ月，検査時年齢は

3歳11カ月から14歳3カ月までの平均7歳2カ月，発

症から初回冠動脈造影までの期間は平均0．5±1．1年，

発症から検査までの期間は平均4．4＋3．2年であった．

これらをdipyridamole負荷断層心エコー法とほぼ同

時期に施行した選択的冠動脈造影所見により，以下の

グループに分類して検討した．A群は冠動脈造影所見

が正常化あるいは最大径が4rnm未満の拡大性病変に

改善し狭窄性病変のないもの9例（男7例，女2例），

B群は冠動脈に最大径4mm以上の冠動脈瘤を残すが

狭窄性病変が認められないものを6例（男2例，女4

例），C群は内径75％以上の狭窄性病変が認められるも
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の6例（男6例）とした．また対照は発症後6カ月未

満の冠動脈造影所見が正常な川崎病既往児16例（男11

例，女5例）をN群として，冠動脈造影とほぼ同時期

にdipyridamole負荷断層心エコー法を施行した（表

1）．検査年齢は遠隔期のABC各群間では有意差はな

いが，N群では発症後6カ月未満の検査例と定義した

ために遠隔期各群よりも低年齢であった．

　方法は，dipyridamole　O．3mg／kgを末梢静脈より30

秒かけて注入し，その負荷前と負荷3分後に東芝製超

音波心断層装置SSH160Aを用いて乳頭筋レベルの左

室短軸断層像を同一検者が記録した．画像解析には

Kontron社Cardio　500を用いて行った．ビデオテープ

に収録したdipyridamole負荷前後の左室短軸断層像

表1　検査時年齢および心拍数の変化

n 発症年齢 検査年齢
発症後
期間

HR（前） HR（後）

N群
A群

B群
C群

16

9
6
6

2．4土1．7

3．0±1．7

2．9±2．6

2．5±1．3

2，6±1．7

7．3±2．9

7，8±2．7

6．5±2．6

0，2±0．1

4．3±3．5

4．9±3．5

4．1±2．0

111±18

96±17

85±14

88±14

124±18

109±16

99＝10

100±18

遠隔平均 21 2．8±1．9 72±2．8 4、4±3．2 90±16 103±］6

年齢，期間：平均±SD（年），　HR：心拍数（平均±SD／分），

（前）：dipyridamole負荷前，（後）：dipyridamole負荷後

→

0
－2
P

　→　　posterlor　end　of　interventricular　septum

図1　壁厚変化率の計測法．乳頭筋レベルの左室短軸

　像を心室中隔右室面後端部より時計回転に24分割

　し，分割した各部位における収縮末期と拡張末期の

　壁厚の差を拡張末期の壁厚で除したものの百分率

　を，その局所壁における壁厚変化率とした．

31－（31）

の拡張末期，収縮末期各々の心外膜エコーの内側と，

乳頭筋・肉柱を除外した心内膜エコーの外側を用手的

にトレースして，心室中隔右室面後端部より時計回転

に24分割した．そして分割した各々の部位における収

縮末期と拡張末期の壁厚の差を拡張末期の壁厚で除し

て百分率で示したものを局所における壁厚変化率（左

室局所壁厚変化率）とし，その24カ所の平均を平均壁

厚変化率として解析を行った（図1）．また検査中は四

肢誘導にて心電図記録を行った．

　なお統計処理にはwilcoxon検定を用いてp＜o．05

を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　（1）Dipyridamole負荷時の心電図変化（表1）

　Dipyridamole負荷後の心拍数は有意に上昇した

が，検査中にその他の心電図異常は記録されず，また

副作用の出現した例も認められなかった．

　（2）対象症例の冠動脈所見の変化（表2）

　初回冠動脈造影ではA群では9例全例に，そしてB

群の3例，C群の1例に最大径が4mm～8mmの紡錘

状あるいは瘤状の冠動脈病変が認められた．さらにB

群の3例，C群の4例では初回造影での冠動脈瘤の最

大径は8mm以上であった．またC群の1例では初回

冠動脈造影にて，最大径が4mm以上の拡大性病変はな

いものの右冠動脈に99％局所性狭窄性病変を認め，検

査時造影では同部位の閉塞および左冠動脈回旋枝より

の側副血行路を認めた．

　（3）平均左室壁厚の変化（図2）

　拡張末期の平均左室壁厚は各群ともdipyridamole

負荷前後の有意な変化は認められなかった．収縮末期

の平均左室壁厚は，N群ではdipyridarnole負荷後に

平均左室壁厚が有意に上昇したが，A群B群C群では

dipyridamole負荷前後の有意な変化は認められな

かった．

　（4）平均壁厚変化率の変化（図3）

　N群ではdipyridamole負荷後に平均壁厚変化率は

有意に上昇したが，A群B群ではdipyridamole負荷

後に上昇はするが，有意差はなく，C群では低下はする

が有意差は認められなかった．

　（5）Dipyridamole負荷前後の左室局所壁厚変化率

について（図4）

　N群ではdipyridamole負荷後に，全周性に左室壁

厚変化率の上昇が認められた．しかしA群B群C群

では部位により差があり，dipyridamole負荷後の左室

壁厚変化率には変化しない部位と上昇あるいは低下す
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表2　遠隔期例の冠動脈造影所見の変化と局所壁厚変化率異常

No 初同造影所見 検査時這影所見 低収縮壁

1 seg　1（4．0），　seg　5（3．2）
『 一

2 seg　1（5．9），　seg　6（6．0） seg　1（3．9）

A 3 seg　5－6（4．0）
一 一

4 seg　5－6（6．0） seg　5（3．8）
一

5 seg　1－2（4．8） seg　l（3．5） 16～18（後）

群 6 seg］－2（4．7），　seg　2（3，2） seg　l（3．3）
一

7 seg　2（4．3）
一 一

8 seg　l－2（5．8），　seg　6（6．2）
一

9 seg　l－3（7．3），　seg　6（5．O）
一

9～11（後）

10 seg　6（6．0） seg　6（4．5）
一

B 11 seg　6（4．3） seg　6（4．1） 12～18（前）

12 seg　6（6．0） seg　6（6．2） 9～12（後）

13 seg　l（7．2），　sg　5－6（9．6） seg　5－6（8．3） 21～1（前）

群 14 seg　l－3（8．9），　seg　5－7（7．6） seg　1－2（8．9），　seg　5　6（6．2）
一

15 seg　1　2（5．5），　seg　5－6（8．0） seg　1－2（5．3），　seg　5－6（8，4） 15～18（後）

16 seg　1－3（9．3），　seg　6（6．3） seg　I－2（75％狭窄） 21～3（後）

C 17 seg　1－2（8．2） seg　1－2（75％狭窄） 18～22（後），1～3（後）

18 seg　1・3（9．9），　seg　5－6（6．1） seg　2（5．8），　seg　12（75％狭窄）
『

19 seg　1（10．6），　seg　5－6（4．8） seg］（90％狭窄），　seg　2（5．8） 16～17（前），22～3（後）

群 20 seg　6－7（4．旬 seg　6（75％狭窄） 19～2〔〕（前），ll～15（後），19～22（後）

21 seg　2－3（99％狭窄） seg　2（閉塞）LCXより側副路 一

seg：AHA分類segment，初回および検査時の冠動脈造影にて病変の認められた部位を示した．

（mm）内は冠動脈病変の最大径あるいは狭窄（すべて局所性狭窄）

低収縮壁（本文参照）の番号は図1で示した局所壁を示す．

（前）：dipyridamo】e負荷前，（後）：dipyridalnole負荷後．

．LCX：回旋枝．

111n1／m2

12，5

10－0

7．5

5．0

2．5

◇一一N　＃1

▲一一A群

▽…・B郡

■一・・C君丁

　　　目1∫　　　　　　　　後

a，拡・］1＜末期平均左≒1吋ほ（mean±SD）

mn1／nハ2

ユ2．5

10，0

7、5

5．0

2．5

　　　　則　　　　　　　　　　後

b．収縮末期平均左室壁厚（meとm土SD）

図2　Dipyridamole負荷による左室壁厚の変化．拡張末期の平均左室壁厚は各群と

　もdipyridamole負荷前後の有意な変化は認められなかった．収縮末期の平均左室

　壁厚は，N群ではdipyridamole負荷後に有意にヒ昇したが，遠隔期各群では有意な

　変化は認められなかった．
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る部位を認めた．

　（6）局所壁厚変化率異常例（表2，表3）

　N群のdipyridamole負荷前後の各局所壁ごとの左

室壁厚変化率を基準値として，各群における壁厚変化

率の低下を示す局所壁を低収縮壁とし，低収縮壁が1

カ所以上認められたものを低収縮例とした．

　N群では負荷前に18．8％（3／16例），負荷後には

12．5％（2／16例）に低収縮例を認めた．A群では低収

縮例が負荷前には1例もなかったが，負荷後には

22．2％（2／9例）に認めた．B群では負荷前後ともに

図3（左）　Dipyridamole負荷による平均壁厚変化率

　の変化（meal1±SD）．　N群ではdipyridamole負荷

　後に平均壁厚変化率は有意に増加したが，AB群で

　はdipyridamole負荷後にL昇はするが有意差はな

　く，C群では逆に低下する傾向を認めた．

％
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a，N群の左室局所壁厚変化率

6　　　　　12　　　　　18

　　Segment　Number

24

％

100
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一 50
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▲■■負荷後

6　　　　　12　　　　　18

　　Segment　Nurnber

24

％
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一 50
　　1

b，A群の左室局所壁厚変化率
％
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）（

d，C群の左室局所壁厚変化率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　50
　6　　　　　　　　12　　　　　　　　18　　　　　　　　24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　6　　　　　　　　ユ2　　　　　　　　18

　　　Segment　Number　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Segment　Number

図4　各群のdipyridamole負荷による左室局所変化率．　Dipyridamole負荷前後の左室局所壁厚変

　化率を示す，各グラフともopen　circleは負荷前，　closed　triangleは負荷後である．横軸には24

　分割した左室局所の部位を，縦軸にはその部位における壁厚変化率を平均±標準偏差で示した．

一

一

　　　　　　　　　　　　　　　、

lr　’礼酬，　・、，

24
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表3　冠動脈病変部位と局所壁厚変化率異常部位との

　関係

Dipyridamole負荷前 Dipyridamole負荷後

群（n） 低収縮例
（局所壁）

　一致
局所壁数

低収縮例
（局所壁）

　一致
局所壁数

N群：n＝16 3（3） 一
2（2）

A群：n＝9 0（0） 一
2（2） 1／2

B群：n＝6 2（2） 1／2 2（2） 2／2

C群：n＝6 2（2） 0／2 4（6） 4／6

合計：n＝37 7（7） 1／4 10（12） 7／10

一致局所壁数：低収縮を認めた局所壁が障害冠動脈流域と

一致した局所壁の数．

33．3％（2／6例）に低収縮例を認めた．C群では負荷前

には33．3％（2／6例）であったが，負荷後には66．7％（4／

6例）と高率に低収縮例を認めた．

　冠動脈病変部位と壁厚変化率異常部位との関係に関

しては，低収縮を示した局所壁と障害冠動脈流域と一

致すると考えられた局所壁数は，負荷前が1／4，負荷後

が7／10であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　画像解析による川崎病罹患児の左心機能異常の評価

は左室造影法や断層心エコー法などにより行われ，局

所心筋の収縮動態の指標には左室局所壁運動や断層壁

厚の解析などが用いられている3）～5）．このうち断層壁

厚測定法は断層像上の壁厚を測定することによって局

所心筋の収縮状態を評価する方法であり，壁厚の測定

には異なる時相の重ね合わせが必要ないために呼吸な

どによる心臓自体の動きが無視でき，しかも基準点を

必要としないために心内膜面の移動量を測定する方法

より直接的に心筋の収縮を反映するとされる6）．我々

は非侵襲的検査である断層心エコー法を用いて左室断

層壁厚の測定を行い収縮動態を検討したが，小児では

年齢により体格が異なるために左室壁厚の比較には壁

厚を体表面績で除して補正した値を使用し，収縮動態

の指標には収縮による壁厚の変化の割合を壁厚変化率

として用いた4）．

　本法で使用したdipyridamoleは，adenosineの代謝

と移送に関連して主として冠細小動脈を拡張させ，正

常冠動脈では拡張能が高く異常部位では低いとされて

いる7）8）．このため正常冠動脈により血液を供給されて

いる部位では冠細小動脈の拡張により心筋の血流を増

加させ，障害冠動脈流域では冠血管拡張能が低いため

に相対的な血流低下を生じる．さらには心内膜側への

口本小児循環器学会雑誌　第13巻　第1号

vertical　stealや，虚血部から健常部へのhorizontal

stealといった現象を引き起こして絶対的にも血流が

低下するために冠血流分布異常を生じて局所の心筋虚

血を明確にする．またdipyridamoleはその末梢血管

拡張作用により大動脈圧の低下をきたし，心拍数の増

加とともに左室後負荷を減少させて心拍出量を増加さ

せる9）．

　川崎病の病初期に形成された冠動脈瘤は，遠隔期に

は冠動脈瘤が消退するものがある一方で狭窄や閉塞へ

と増悪するものもある．我々は発症後2年以上隔てて

検査を行った症例を遠隔期例としたが，急性期冠動脈

最大径が8mm以上であった7例（B群3例，　C群4例）

中4例は狭窄性病変を生じたのに対し，急性期の最大

径が4～8mmであった13例（A群9例，　B群3例，　C群

1例）では遠隔期に狭窄性病変を認めたのは1例のみ

で5例は造影上の正常化を認めた．すなわち冠動脈拡

張性病変はこれまでの報告と同様に，初回冠動脈造影

で最大径が8mm以上のいわゆる巨大冠動脈瘤では遠

隔期に狭窄性病変の出現する可能性が高いことが認め

られた10）．

　今回の遠隔期川崎病の検討では左心機能の指標とし

て左室壁厚変化率を用いたが，冠動脈に異常を認めな

かったN群ではdipyridamole負荷により全周性に壁

厚変化率の上昇を認めた．遠隔期各群では冠動脈病変

の異なる局在を示す症例をまとめたために，壁厚変化

率の変化にばらつきを生じてしまった．また局所壁厚

変化率に低収縮壁を認めた症例は，冠動脈に狭窄性病

変を生じたC群ではdipyridamole負荷後に4／6例と

高率に認められ，冠動脈病変が改善したA群でも負荷

前には1例もなかったが負荷後には2／9例に認められ

た．C群の低収縮例の機序に関しては，前述した狭窄性

病変にともなう心筋虚血がdipyridamole負荷により

明確化されたものと思われた．

　病初期の冠動脈瘤は遠隔期に冠動脈造影所見は改善

しても病理組織学的には正常化していない例があり，

冠動脈の改善は血管炎後の反応性の内膜肥厚，血栓形

成とその器質化，血管壁の疲痕萎縮などによることが

考えられている11＞．このような症例では冠動脈の

dipyridamoleに対する反応性が低下したままであり，

A群B群の低収縮例でも冠血管拡張能の低下がある

ために壁厚変化率に異常をきたした可能性があると思

われた．しかしながら冠動脈病変部位と壁厚変化率の

異常部位とが一致しない例もあり，今後の検討が必要

である．またN群でも低収縮例が負荷前に3／16例，負
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荷後に2／16例に認められたことに関しては，急性期の

心筋炎や心内膜炎による直接の心筋障害や，冠動脈造

影では描出されない微小循環の障害12）および後述する

ような検査上の誤差などによる可能性が考えられる

が，今回の検討では原因を明らかにはできなかった．

　断層心エコー法による壁厚変化率の解析は，症例に

よっては鮮明な画像が得にくい，分母となる拡張末期

の壁厚が薄いために壁厚変化率に誤差を生じやすい．

拡張末期と収縮末期の局所心筋部位のnumberが同一

部位ではない可能性がある．dipyridamole負荷前後で

同一断面を描出していない可能性がある，といった問

題点が挙げられる6）．また今回の検討では左室短軸像

の局所壁厚のみを用いて評価を行なっているため，よ

り正確な評価を行なうためには左室長軸像や四腔断面

像などを含めて検討する必要があると考えられる．し

かしながら本法は，非侵襲的でありながら直接的に心

筋の収縮動態を示す指標であると思われ，dipyr－

idamole負荷をすることにより運動負荷の不可能な小

児例でも体重に応じて一定量の負荷を加えることが可

能である．さらに外来でも簡便にできることを考えた

場合，遠隔期の川崎病既往児の心血管系の後遺症の評

価法には有用であると考えられる．

　本論文の要旨は第32回日本小児循環器学会（1996年7月，

大阪市）にて報告した．
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Regional　Left　Ventricular　Change　of　Wall－Thickness　at　the　Convalescent

　　　　　　　　　Phasc　in　Kawasaki　Disease　by　Dipyridamole　Stress

　　　　　　　　　　　　　　　　Two－Dimensional　Echocardiography

Takashi　Kosuda，　Katsuhiko　Sone，　Tomio　Kobayashi，　Makoto　Shinohara，

　　　　Toshihiro　Kobayashi＊，　Yoshinari　Inoue＊and　Yasunori　Okada＊

　　　　　　　Department　of　Pediatl’ics，　Gunma　Children’s　Medical　Center

　　　　　＊Department　of　Pediatrics，　Gunma　University　School　of　Medicine

　　　Dipyridamole　stress　two－dimensional　echocardiography（0．3　mg／kg）was　performed　to

evaluate　the　regional　left　ventricular　change　of　wall　thickness　in　21　patients　with　Kawasaki

disease　after　more　than　2　years　from　the　onset　of　illness（convalescent　phase）．　All　patients　had

dilated　coronary　lesions　in　the　acute　phase　of　illness．　These　patients　were　classified　into　3　groups

by　coronary　angiographic　findigns　at　the　corlvalescent　phase　of　illness　as　follows．

　　　Group　A（9　patients）had　cororlary　lesions　that　improved　to　normal　or　less　than　4　mm　in

diameter，　without　stenosis　or　obstruction．

　　　Group　B（6　patients）had　remaining　coronary　artery　lesions　over　4　mm　in　diameter，　without

stenosis　or　obstruction．

　　　Group　C（6　patients）had　stenosis　or　obstructions　of　coronary　artery　or　both．

　　　　The　change　of　wall　thickness　of　the　left　ventricle　increased　in　groups　A　and　B　after

dipyridamole　infusion，　but　reduced　in　Group　C．　Abnormal　change　of　left　velltricular　wall　thick－

ness　were　detected　in　22％（20f　9）of　patients　in　Grop　A，33％（20f　6）of　patients　in　Group　B　and

67％（40f　6）of　patients　in　group　C　after　dipyridamole　infusion　respectively．　This　suggests　that

there　were　some　patients　whose　dilated　coronary　artries　improved　to　normal　with　dilatation，　but

the　responsiveness　to　dipyridamole　did　not．

　　　　Thus，　we　conclude　that　these　patients　must　be　followed　up　carefully　for　the　long－term　period

in　Kawasaki　disease．
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