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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　フォンタン型術後症例の中に起立性脳虚血症状所謂OD症状を呈するものがいる．そのメカニズムを

明らかにする目的で起立試験を行った．OD（＋）群では，起立試験により，内頸静脈径が正常群や，フォ

ンタン術後でOD症状（一）群に比して有意に低値となり虚脱を認めた．内頸静脈の血流速度はOD（＋）

群では起立により他群よりも有意に低下した．フォソタン術後では，循環血液量の減少が起こっている

ことが認められているが，これらの結果よりフォンタン術後ではポンプを介しない肺への直接吻合であ

るため起立時の頭部よりの血液落下が起こりやすいことと，OD（＋）の方がOD（一）群よりも循環血

液量の減少が著しく，そのために起立時の血液落下に対して脳虚血が起こる．これが，OD症状発現のメ

カニズムであると考えられた．

　フォンタン手術は，機能的単心室である三尖弁閉鎖

症に対して考案された修復術である1）．当初は厳密な

手術適応基準が提唱された様に適応を誤ると術後の生

存や生活の質的向上が危ぶまれることが知られてい

る2｝．生存例の増加に伴い本手術法の適応が拡大され，

三尖弁閉鎖以外の単心室の患者に対してもフォンタン

型手術が行われるようになった3）．また本手術後の血

行動態に対する適応にも個人差がある．フォンタン型

術後症例の中には，他の先天性心疾患の術後とは明ら

かに異なり，起立時眩量，めまい，ふらつきなどいわ

ゆる起立性循環障害orthostatic　disregulation（ODと

略）類似の症状を来す症例が稀であるが存在する．本

研究の目的は，その発現のメカニズムを明らかにする

ことである．

　　　　　　　　　　対　　象

　フォソタン型手術を施行された術後症例15例を対象

とし，対照として先天性心疾患を有しない正常健常例

12例を選んで起立試験を行った．フォソタン型術後症

例は，起立性循環障害の診断基準をもとに2つの群に

分類した．表1に示した通り，診断基準のうち，大症
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表1　本研究で改変して用いた起立性循環障害の診

　断基準

　大症状：

A．立ちくらみ，あるいはめまいをおこしやすい

B．立っていると気持悪くなる．ひどくなると倒れる．

C．入浴時またはいやなことを見聞すると気持が悪くな

　る．

D．少し動くと動悸あるいは息切れがする．

E．朝なかなか起きられず午前中調子が悪い．

　小症状：

a．起立試験で脈圧狭小16mmHg以上

b．起立試験で収縮期血圧低下21mmHg以上

c．起立試験で脈拍数増加21／分以上

　判定：　大1　　　小3

　　　　　大2　　　小1

　　　　　大3　　　小0　　　以上の場合

をOD症状（＋）とする

状はそのまま引用し，小症状は術後であることも考慮

し不定愁訴を省き，客観性を有する収縮期血圧21

mmHg以上の低下，脈圧狭小16mmHg以上，脈拍数1

分間21以上増加のみを採用した．その結果ODと同様

の症状を有する症例6例，有しない症例9例となり，

それぞれ第2群，第3群とした．第2群の症例はすべ

て，収縮期血圧低下21mmHg以上を有していた．正常
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対照群を第1群とした（表2）．第1群の中にはODの

診断基準を満足する例は含まれていなかった．年齢は

第1群14．7±8歳，第2群20．5±5歳，第3群12．5±

7歳で有意差を認めなかった．体表面積は1群1．26±

0．4，2群1．52±O．2，3群1．26±0．3と有意差を認めな

かった，第2群と第3群では術後経過月数はそれぞれ

4．7±7ヵ月，8．4±8ヵ月で有意差を認めなかった．安

静時の心拍数は1群80±18，2群96±22，3群93±15

で有意差を認めなかった．また原疾患にも差を認めな

かった．

　　　　　　　　　　方　　法

　起立試験のプPトコールは，安静仰臥位5分以上を

第1群

表2　対象

診　　断 年齢 BSA（M2）

1　H．Y． Normal 30Y L70
2　H．N． Normal 30Y 1．68

3　N．U． Normal 20Y 1．40

4　H．T． MCLS 5Y 0．68

5　T．H． small　VSD 15Y L64
6　Y．0． MCLS 10Y 1．01

7　Y．N， LTGA 8Y 0．88

8　H．Y． small　VSD 14Y 1．49

9　K．0． MCLS 13Y 1．57

10　T．O． Functional　m 7Y 0．78

11　N．K． MCLS 10Y 1．08
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負荷前状態とし，5分間の起立負荷を行い，再び5分

間の安静仰臥位とする．負荷前状態で1回，起立後1

分より5分まで起立中1分毎に，そして負荷後の仰臥

位では1分後から5分まで1分毎に以下の計測を行っ

た．断層心エコー図の探触子を，上大静脈が存在する

側の頸部において，総頸動脈と内頸静脈が同一の断面

内に含まれるように断面を設定し，各血管壁が平行に

認められる高さで皮膚にマークを付け，探触子の位置

を一定にするようにする．この断面では，表在皮膚か

ら約1～2cmの深さに総頸動脈が，約2～3cmの深さに

内頸静脈が平行して走行するのが描出される．断層心

エコー 図では血管の描出を容易にするためにカラード

プラ法を併用した．この断面内でパルスドプラエコー

のサンプルボリュームを設定し血流方向は血管壁に平

行であるものとしてドプラ入射角の補正を行った（図

1）．ドプラ入射角は，前値，起立5分後，仰臥位，1

群，2群，3群間で差を認めなかった．上述の各時点

において，VTRおよびストリップチャートレコーダ

により記録し，後に心拍数，血管径，最大血流速度を

計測した．断層心エコー図装置は東芝メディカル製

SSH－140A，探触子は5MHzを使用した．

　　　　　　　　　データの解析

　それぞれのデータは，体格や心拍数の個人によるば

らつきを考慮して，いずれも起立前値に対する変化の

百分率（％）を変化率percent　changeとして比較した．

各群毎に前値，起立中1分，3分，5分，仰臥位1分，

第2群

診　　　断 年　齢 BSA（M2） 大症状 小症状 心係数 術後期間

1　Y．0． DORV 14Y 1．84 2 2（a，b）
一 2m

2　N．W． TA 25Y 1．46 2 2（a，b） 1．96 0．9m

3　A．T． TA 17Y 1．42 2 1（a） 1．66 1m
4　E．S． Criss－cross 16Y7m 1．39 4 2（a，b）

一 19m

5　T．K． SRV 23Y6m 1．26 4 1（b） 1．58 1．5m

6　M．U． MA　DORV 26Y4m 1．74 2 2（b，c）
一 4m

第3群

診　　　断 年　齢 BSA（M2） 大症状 小症状 心係数 術後期間

1　M，H． ECD　DORV 10Y 0．95 1 1（c） 3．1 0．7m

2　K．C． DORV 6Y 0．77 0 0 3．7 0．7m

3　E．K． DORV　small　LV 8Ylm 1．38 0 0 3．4 13m

4　M．K． SRV 15Ygm 1．45 0 1（c）
一 9m

5　T，S． SRV 10Y 1．05 0 0 3．2 0．6m

6　M．T． MA　DORV 19Ylm 1．62 0 0 2．26 13m

7　M．W． TA 18Y 1．47 0 2（a，c）
一 12m

8　S．G． TGA　small　LV 27Ylm 1．46 0 2（a，c） 2．5 LOm
9　Y．K． TA 11Y2m 1．17 0 0 3．0 26m
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図1　内頸静脈と総頸動脈の断層エコー図とパルドプラエコーの記録法：血管の描出

　にはカラードプラー法をガイドとして用い，内径計測には血管の内側から内側まで

　とした．パルスドプラ法は血流方向を血管壁に平行として角度補正を行った．JIV＝
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図2　内頸静脈径の変化：正常群（図中G1）では起立

　後1分で約60％の内径の短縮が起こり，5分間の起

　立でもほぼ変化せず，仰臥位で再び前値に復する．

　フォンタソ術後でOD症状を有する第2群（図中

　G2）では，起立後1分で前値の35％まで内径短縮が

　観察され，正常群より有意に低値を示す（p〈0．05），

　5分間の起立持続で内径短縮はさらに強度となり前

　値の30％まで低下し正常群よりも明らかに低値を示

　している（p＜0．01）．起立終了後の仰臥位では，正

　常群と同様再び前値に復する．フォンタン術後で

　OD症状を有しない第3群（図中G3）では，起立後

　1分で前値の50％まで内径短縮が認められるが5分

　間の起立持続で徐々に回復し前値の70％となる，し

　かしG3でね正常群とは有意差は認められない．起立

　終了後の仰臥位では正常群と同様再び前値に復す

　る．

3分，5分の平均値±標準誤差を算出し，群間の比較

を行った．群間の比較では，データの分布に差が認め

られない場合にはt検定を，差が認められた場合には

Cochran　and　Coxの検定を行い，　p〈0．05の場合に有

意差があると判定した，

　　　　　　　　　　結　　果

　1．内頸静脈径の変化（図2）：正常群（図中G1）で

は起立後1分で60％の内径の短縮が起こり，5分間の

起立でもほぼ変化せず，仰臥位で再び前値に復した．

フォンタン術後でOD症状を有する第2群（図中G2）

では，起立後1分で前値の35％まで内径短縮が観察さ

れ，正常群より有意に低値を示した（p＜0．05）．5分

間の起立持続で内径短縮はさらに強度となり前値の

30％まで低下し正常群よりも明らかに低値を示した

（p＜0．01）．第2群6例の起立5分後における内頸静

脈の前値に対する百分率は，それぞれ47，24，28，30，

29，26％であった，起立終了後の仰臥位では，正常群

と同様再び前値に復した．フォンタン術後でOD症状

を有しない第3群（図中G3）では，起立後1分で前値

の50％まで内径短縮が認められるが5分間の起立持続

で徐々に回復し前値の75％となるが正常群とは有意差

は認められなかった．第3群9例の起立5分後におけ

る内頸静脈径の前値に対する百分率は，それぞれ50，

50，100，50，100，100，79，54，89％であった．起立

終了後の仰臥位では正常群と同様再び前値に復した．
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図3　内頸静脈最大血流速度の変化：正常群（図中

　Gl）では起立中を通して前値の110％程度に増加し，

　起立終了後の仰臥位では前値に復する．フォンタン

　術後のOD症状を有する第2群（図中G2）では，起

　立後1分で正常群と同様110％程度まで増加するが，

　その後5分間の起立の継続で徐々に下降し前値の

　90％となる．起立終了後の仰臥位で前値に復する．

　フォンタン術後OD症状を有しない第3群（図中
　G3）では，症例より流速値にはぼらつきが大きいが，

　起立中を通じて前値の300％程度まで増加し，起立終

　了後の仰臥位で再び前値に復する．

　2．内頸静脈最大血流速度の変化（図3）：正常群（図

中G1）では起立中を通して前値の150％程度に増加し，

起立終了後の仰臥位では前値に復した．フォンタン術

後OD症状を有する第2群（図中G2）では，起立後1

分で正常群と同様170％程度まで増加するが，その後5

分間の起立の継続で徐々に下降し前値の90％となっ

た．起立終了後の仰臥位で前値に復した．フォンタン

術後でOD症状を有しない第3群（図中G3）では，症

例により流速値にはばらつきが大きいが，起立中を通

じて前値の300％程度まで増加し，起立終了後の仰臥位

で再び前値に復した．

　3．総頸動脈最大血流速度の変化（図4）：第1群（図

中G1）と第3群（図中G3）では起立中，起立終了後

の仰臥位を通じて有意の変化を認めず，第2群（図中

G2）では起立5分時と，起立終了後の仰臥位でやや増

加の傾向が認められたが正常群と比較して有意ではな

かった．

　4．総i頸動脈径の変化は第1群，2群，3群とも有意

の変化を示さなかった．

　5．心拍数の起立による変化は，第1群129±20％，

第2群120±6％，第3群118±4％で3群間では有意差

は認められなかった．
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図4　総頸動脈最大血流速度の変化：第1群（図中

　G1）と第3群（図中G3）では起立中，起立終了後の

　仰臥位を通じて有意の変化を認めず，第2群（図中

　G2）では起立5分時と，起立終了後の仰臥位でやや

　増加の傾向が認められたが正常群と比較して有意差

　は認められない，

　　　　　　　　　　考　　察

　本研究ではフォンタン術後でOD症状を有する群を

第2群，OD症状を有しないものを第3群として正常

対照群（第1群）と比較した．

　正常では肺へ駆出する右心室と，全身へ駆出する左

心室という2つのポソプを有し，これは血液の重力に

よる落下に対してのreservoir機能として，また肺へ

直接流入するのに対してのストップ機構として働いて

いると考えられる．そのため正常群では起立しても，

内i頭静脈の最大血流速度はさほど速くならない．また

循環血液量は十分で頭部の循環血液にも予備量があ

り，ポンプ機能も十分であるため頭部への血液の補充

も余裕を持って行われる．そのため頸静脈が虚脱する

ことはない（図5：group　l）．フォソタン術後では循

環血液量が減少していることが知られている4）．これ

は心拍出量に余裕を持たないフォンタン術後の症例に

とって，前負荷および後負荷を軽減することになり，

適応に対する合目的的反応と考えられる．今回の対象

症例中，心係数が測定できたもののみについてみれば

第2群では第3群よりも低値であった．このことから

推察すると，第3群では正常より循環血液量は低下し

ており，心拍出量により余裕のない第2群では，それ

よりもさらに低下している，いわぽ循環血液予備量が

ない状態と考えられる．フォンタソ術後では系統静脈

側に直接肺が接続されるために，起立時には頭部から

の血液は重力により落下し，その結果一般には第3群
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図5　フォンタン術後症例に見られるOD症状の発生

　メカニズム：正常では2つのポソプを有し，これは

　血液の重力による落下に対してのreservoir機能と

　して，また肺への直接流入するのに対してのストッ

　プ機構として働いていると考えられる，そのため正

　常群では起立しても，内頸静脈の最大血流速度はさ

　ほど速くはならない．また循環血液量は十分で頭部

　の循環血液にも予備量があり，ポンプ機能も十分で

　あるため頭部への血液の補充も余裕を持って行われ

　る．そのため頸静脈が虚脱することはない（group

　l）．フォンタン術後では系統静脈側に直接肺が接続

　されるために，起立時には頭部からの血液は重力に

　より落下し，その結果一般には第3群で見られたよ

　うに血流速度の増加と内頸静脈径の軽度縮小として

　表現されるが，起立を継続すると頭部への汲み上げ

　が追いつき，頭部からの灌流も回復し内頸静脈径も

　回復する．この様な循環動態に於いては眩量，立ち

　くらみ，ふらつきなどのいわゆるOD症状は出現し

　ない（group　3）．　OD診断基準を満足した第2群で

　は，起立により頭部からの血液の落下が起こるが，

　循環予備量が極端に少ないために直ちに内頸静脈の

　虚脱が起こる，起立を継続しても，心拍出量が少な

　いために頭部への汲み上げが追いつかず，そのため

　頭部からの灌流量が回復せずむしろ徐々に低下して

　いくために脳虚血となる．この様な循環動態に於い

　て，眩量，立ちくらみ，ふらつきなどのいわゆるOD

　症状が出現する（group　2）．これがフォンタン型術

　後における，いわゆるOD症状の出現のメカニズム

　であると考えられる．

で見られたように血液速度の増加と内頸静脈径の軽度

縮小として表現されるが，起立を継続すると頭部への
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汲み上げが追いつき，頭部からの灌流も回復し内頸静

脈径も回復する．この様な循環動態に於いては眩量，

立ちくらみ，ふらつきなどのいわゆるOD症状は出現

しない（図5：group　3）．　OD診断基準を満足した第2

群では，起立により内頸静脈径の著明な縮小が認めら

れ，起立を継続してもその回復が認められなかった．

また内頸静脈の最大血流速度は第3群とは明らかに異

なり，起立直後の増加も少なく，その後の起立継続に

より低下する傾向が認められた，この群では起立によ

り頭部からの血液の落下が起こるが，循環予備量が極

端に少ないために直ちに内i頸静脈の虚脱が起こる．ま

た表2に示した通り，第2群では心係数は明らかに低

値を示している．起立を継続しても，心拍出量が少な

いために頭部への汲み上げが追いつかず，そのため頭

部からの遷流量が回復せずむしろ徐々に低下していて

いくためにこの様な循環動態に於いて，眩量，立ちく

らみ，ふらつきなどの虚脱血症状いわゆるOD症状が

出現する（図5：group　2）．これがフォンタン型術後

における，いわゆるOD症状の出現のメカニズムであ

ると考えられた．
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Mechanism　of　Orthostatic　Cerebral　Ischemia　in　Patients　after　Fontan　Procedure

　　　Gengi　Satomi，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

Department　of　Pediatric　Cardiology，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　experienced　that　patients　after　Fontan－type　operation　complain　orthostatic　dizziness　or

faintness．　To　clarify　mechanism　of　this　orthostatic　cerebral　ischemia，　we　carried　out　the　5　minutes’

standing　loading　test　in　15　patients　after　Fontan　operation　and　l　l　normal　control　patients（group　1）．

Patients　after　Fontan　operation　were　divided　into　two　groups　according　to　the　criteria　of　orthostatic

dysregulation；group　2（6　patients）having　symptoms　or　signs　of　orthostatic　dysregulation　and　group　3

（9patients）without　them．　Diameter　and　maximum　flow　velocity　at　the　internal　jugular　vein　and

common　carotid　artery　were　measured　by　using　two－dimensional　and　pulsed　Doppler　echocardio－

graphy　during　the　standing　position　for　5　minutes，　and　each　value　was　compared　to　the　values

obtained　at　the　supine　position　before　the　standing　load．　The　diameter　of　the　internal　jugular　vein　after

5　minutes’　standing　decreased　to　30ero　of　the　previous　value　in　group　2　patients，　whereas　it　was　60％in

groups　l　and　3．　The　maximum　flow　velocity　at　the　internal　jugular　vein　decreased　after　5　minutes’

standing　in　group　2，whereas　it　increased　in　groups　l　and　3．　From　the　previously　reported　knowlege　of

blood　circulatory　volume　in　patients　after　Fontan　type　operation　is　decreased，　the　data　indicates　that，

in　group　2　patients　while　standing，　the　circulatory　blood　volume　is　markedly　decreased　and　the

immediate　drop　of　blood　from　the　head　leads　to　the　collapse　of　the　brain　circulation　which　was

expressed　in　collapse　of　jugular　vein．　This　is　considered　to　be　the　mechanism　of　cerebral　ischemia

which　causes　symptoms　like　orthostatic　dysregulation．　The　patients　in　group　3　may　have　more

circulatory　blood　volume　because　they　were　adapted　better　than　in　group　2　patients．
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