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心臓手術後の神経学的合併症 
３つのカテゴリー 

• Stroke 脳卒中 

• Neuropsychiatric abnormalities, encephalopathy or 
neurocognitive decline 神経精神異常または脳症 

• Peripheral neuropathies 末梢神経障害  

今回の勉強会では、主にStrokeとNeurocognitive decline, Seizureに
ついて論じる。 
また、大血管手術は術式・体外循環の内容が多いため割愛した。 



４つの疑問 
McKhann Stroke. 2006;37:562-571. 

• What are the outcomes of patients having stroke or 

encephalopathy in the postoperative period? 

– 術後に発生した脳卒中、脳症の患者の予後はどうか。 

• Can we predict who is at highest risk? 

– リスクがある患者を予測できるか。 

• What are the underlying mechanisms? 

– 発症の機序は何か。 

• What strategies are available to avoid injury to the brain 

including possible future pharmacological interventions? 

– 脳障害を回避する方法や薬物治療はあるか。 



2417 patients who underwent  

elective CABG surgery  

in 24 U.S. medical institutions  

between September 1991 and 

September 1993 

Two general categories of neurologic outcome:  

type I (focal injury, or stupor or coma at discharge) and  

type II (deterioration in intellectual function, memory 

deficit, or seizures). 

N Engl J Med 1996;335:1857 

予定冠動脈バイパス術の術後神経障害についての前向き多施設共同観察研究 



Hypothesis 

 周術期の低血圧や低酸素血症が神経障害の原因である。 

Design 

 選択的冠動脈バイパス術術後の前向き観察研究。 

 多施設共同研究。全米24施設、2108例。 

 神経学的的合併症の分類 

 type I：巣症状、知覚異常、退院時の昏睡 

 type II：高次機能障害、記憶障害、てんかん発作 

Results 

 全体の6.1%が合併 

 Type I：全体の3.1%（8例脳損傷で死亡、55例脳卒中、2例TIA、１例知覚障

害） 

 Type II：全体の3.0%（55例が高次機能障害、8例痙攣発作） 

 入院中の死亡率は有意に高い（type I; 21%, type II; 10%, 合併なし; 3%) 

 療養型施設への転院率も高い（各69%, 39%, 10%） 

 

N Engl J Med 1996;335:1857 



N Engl J Med 1996;335:1857 

Type I, Type II 
平均発生率（3.1%, 3.0%） 

予定CABGの術後神経障害は、 

脳梗塞、脳症それぞれに関連のある徴候が全体の3%程度発生している。 

年齢が上がるにつれて発生率は上昇する傾向にある。 



Type Iの独立危険因子；上行大動脈アテローム硬化症、神経疾患既往、高齢。 

Type IIの独立危険因子；高齢、高血圧、呼吸器疾患、アルコール多飲。 

※仮説（低血圧、低酸素血症の関与）は証明されず。 
N Engl J Med 1996;335:1857 



Stroke 



•  Object: 1996年から1997年のSTS National Cardiac Database 

  487,389件登録患者中, 神経学的予後の記載がない71,042件 (15%)を除いた

 416,347件、内女性133,231件(32%)。 

• Design: 後向き研究。 

• Endpoint: Postoperative neurological events 

 (1)stroke, a new, permanent, global or focal neurological deficit;  

 (2) transient ischemic attack, a new, transient, focal neurological deficit; and  

 (3) coma, a global neurological deficit lasting .24 hours that could not be explained 

 by other medical conditions 

• 研究の目的：女性が男性に対して神経学的予後の独立した危険因子であるか？ 

Circulation. 2001;103:2133-2137 



約40万件のデータベースの 

後ろ向き研究における 

神経学的イベント発生率 

(Stroke, TIA, Coma含む） 

全体 3.3% （男2.4% 女3.8%） 

30日死亡率 
全体；男3.5% 女5.7% 

70歳より高齢は男女とも5%を超える 

Circulation. 2001;103:2133-2137 



STS 2008 ; isolated CABG 

774,881 isolated CABG 

procedures performed on adult 
patients aged 20 to 100 years  
between January 1, 2002, and 
December 31, 2006,  
at 819 STS NCD participating centers 

Ann Thorac Surg 2009; 88:S2.  



Ann Thorac Surg 2009; 88:S2.  

STS 2008 ; isolated CABG 

単独CABG：周術期死亡率 2.3%, 脳卒中 1.4% 

死亡率、脳卒中とも高齢者、女性が高くなる 



Ann Thorac Surg 2009; 88:S2 

CABGの予後予測因子 
 
OR>2.0 
70歳以上 
脳梗塞既往+脳血管疾患 



STS 2008 ; Isolated Valve Surgery 

109,759 operations on adult patients  

aged 20 to 100 years who underwent 

isolated single aortic or mitral valve surgery  

between 
January 1, 2002, and December 31, 2006.  
Only patients undergoing one of the following procedures 
were included: 
(1) isolated aortic valve replacement (AVR) [67,292];  
(2) isolated mitral valve replacement (MVR) [21,229]; and  
(3) isolated mitral valve repair (MVRepair) [21,238]. 

Ann Thorac Surg 2009; 88:S23. 



単独心臓弁手術（AVR, MVR, MVRepair）の予後 

Ann Thorac Surg 2009; 88:S23. 

STS 2008 ; Isolated Valve Surgery 

(%) 院内死亡率 脳卒中 

全症例 3.4 1.6 

AVR 3.2 1.5 

MVR 5.7 2.1 

MVRepair 1.6 1.4 



 Ann Thorac Surg 2009; 88:S23  

心臓弁単独手術（全症例の予後予測因子） 
 
OR>1.5 
脳卒中既往＋脳血管疾患 
感染性心内膜炎活動期 
 
OR>1.0 
術前Af 
Cr1.0上昇 
脳血管疾患（脳卒中既往なし） 
高血圧 
末梢血管疾患 

STS 2008 ; Isolated Valve Surgery 



 Ann Thorac Surg 2009; 88:S23  STS 2008 ; Isolated Valve Surgery 

AVR MVR MVRepair 

各術式毎のStroke予後予測因子は共通している 
→ OR>2; 70歳以上、再手術、緊急状態 
  OR>1.5; 透析患者、ショック 



STS 2008 ; Valve + CABG 

Ann Thorac Surg 2009; 88:S43. 

101,661 procedures, including  

aortic valve replacement (AVR) plus CABG,  

mitral valve replacement (MVR) plus CABG, or  

mitral valve repair (MVRepair) plus CABG  

between January 1, 2002, and December 31, 2006 



Ann Thorac Surg 2009; 88:S43. 

STS 2008 ; Valve + CABG 

(%) 院内死亡率 脳卒中 

全症例 6.8 2.9 

AVR+CABG 5.6 2.7 

MVR+CABG 11.6 3.7 

MVRepair+CABG 7.4 3.1 

心臓弁手術＋CABG複合手術の予後 



Ann Thorac Surg 2009; 88:S43. 

STS 2008 ; Valve + CABG 

心臓弁手術＋CABG（全例）の予後予測因子 
 
脳卒中＋脳血管疾患 OR 1.72 



Ann Thorac Surg 2009; 88:S43. 

STS 2008 ; Valve + CABG 

各心臓弁手術＋CABG 

AVR+CABG MVR+CABG MVRepair+CABG 

年齢70歳以上 

急性感染性心内膜炎 
活動期 

緊急状態 



STS 2008 まとめ 

Mortality Postop 
CVA 

Isolated CABG 2.3 1.4 Elderly、CVA+CVD 

Isolated  
Valve 

全症例 3.4 1.6 CVA+CVD, active IE 

AVR 3.2 1.5 Elderly, Reope, 
Emergency, HD, Shock MVR 5.7 2.1 

MVRepair 1.6 1.4 

Valve+CAB
G 

全症例 6.8 2.9 CVA+CVD 

AVR+CABG 5.6 2.7 Elderly, Active IE, 
Emergency MVR+CABG 11.6 3.7 

MVRepair+CABG 7.4 3.1 

単独手術の予後(Stroke)：1.4〜2.1% (最高MVR) 
複合手術の予後：MVR+CABG, MVRepair+CABGは3%台 
高齢者、脳卒中既往のある患者はリスク 

CVA; cerebrovascular accident, CVD; cerebrovascular disease 



Risk Factors for Early or Delayed Stroke After Cardiac Surgery 
Charles W. Hogue, MD; Suzan F. Murphy, RN, BSN; Kenneth B. Schechtman, PhD; 

Victor G. Davila-Roman, MD 
Department of Anesthesiology, Washington University School of Medicine,St. Louis, MO, USA. 

Circulation. 1999;100:642-647. 

• Object:  

1990年1月〜1996年8月、Barnes-Jewish Hospitalにおける50歳以上の心臓手

術（CABG and/or Valve）連続3321例中2972例（男：女; 1900:1072） 

［除外：大動脈基部手術、緊急手術、epiaortic echo未実施］ 

• Endpoint:  

 Stroke; any new permanent global or focal neurological deficit  

  that could not be attributed to other neurological (eg, dementia)  

  and/or medical (ie, metabolic abnormalities, hypoxia, or drugs) processes. 

  Reversible cerebral ischemic events were not included in the analysis 

  diagnosed by a neurologist, and  

  in the majority of patients they were confirmed by CT head scan.  

  All stroke data were reviewed by 3 investigators 

• Early stroke; present after emergence from anesthesia（麻酔覚醒時存在） 

• Delayed stroke; neurological deficit after first awaking from surgery 

without a neurological deficit（麻酔覚醒時はなく、後に発症） 
Circulation. 1999;100:642-647 



Early＝麻酔覚醒時に既に発症;17例（35%） 

Delayedのうち術後2日以内に発症；13例（28%） 

Delayedのうち術後2日より後に発症；18例（37%） 

全体としてEarly < Delayed 
CABG+ValveはEarlyが特に増える 

Stroke発症率 
全体1.6%  

Early 0.6%、Delayed 1.0% 

Stroke合併の入院死亡率 

Early 7 (41%) 

Delayed 4 (13%) 

Stroke合併なし (3%) 

Circulation. 1999;100:642-647 



術中Epiaortic US所見による術式変更とStroke発生率 
 
Minor Alterations : 送血カニュレーション、大動脈遮断、バイパス近位
吻合部位の変更 
Major alterations : 循環停止＋上行置換に変更 

術式変更してもStrokeは増加傾向。 
変更によりEarly Strokeが増える。 
Major alterationは特に多い。 

Circulation. 1999;100:642-647 

術式変更を余儀なくさせる 
大動脈の性状そのものがリスク 



ALL：History, Female, AscAo 

Early：History, Female, AscAo 

Delayed：History, DM, Female 

Circulation. 1999;100:642-647 

術後Strokeの予後予測因子 



Ann Thorac Surg 2001;72:1195–202 
[Objective] 

Prospective-observational: 

 January 1992 to July 1997 

Single Center; Johns Hopkins Hospital 

 5,971 consecutive, adult 

Clinical Stroke（臨床的に脳卒中）であれ

ば、CTでAcute Infarctの有無を調べた。 

[Result] 

214(3.6%), POD 0.86+/-1.84 day  

74% (158 of 214) on POD0 

91% (195 of 214) within the first 3POD 

 

心臓手術術後のStrokeの短期および長期予後についての単施設前向き観察研究 



Strokeの短期予後 

ICU日数；3.6日▶7.3日 

入院日数：9.7日▶25.3日 

入院医療費：$30,705▶$60,750 

入院死亡：4%▶19% 

CT所見：Embolic (rtMCA) CT所見；Watershed (border-zone) 

前頭葉 
MCA-ACA 

側頭葉・後頭葉 
MCA-ACA-PCA 



Strokeの長期生存予後：1年66%, 3年54%, 5年47% 
梗塞パターンにより異なる：Watershed, Mixrd ; 1年39%, 28% 
Rankin Scale Scoreの予後予測因子：Watershed, Age, 入院期間 

Rankin Scale Scoreでの予後予測 



Stroke. 2003;34:2830-2834 

• Northern New England Cardiovascular Disease Study Group (NNECDSG)に登録さ

れたデータからの後向き研究。 

• 5箇所のNNECDSG医療機関で1992年4月から2000年6月まで実施された単独

CABG術後にStrokeと診断された388例を調査。 



Etiology 
 
Embolic:   62.1% 
Lacunar:   3.1% 
Hypoperfusion: 8.8% 
Thrombotic:  1.0% 
Hemorrhage:  1.0% 
Multiple:   10.1% 
Unclassified:  13.9% 

発症時期、POD2までで60%以上 



発症時期とEtiologyの関係 

Hypoperfusion=border-zone 
はPOD3以降減少傾向 



Ann Thorac Surg. 1996;62(6):1714. 

• 単施設後ろ向き観察研究 

 Lahey Hitchcock Medical Centerにおいて 

 1990年3月から1995年5月までに実施した1835例のCABG患者 

 1279例に頸動脈エコーを実施 

• 結果 

 発症時平均年齢65.3歳 (33 〜92歳) 

 術前にStroke/ TIAの既往あり：9.3%(171例) 

 術後30日死亡率：2.2% (41例) 

 45例(2.5%)にStrokeまたはTIAを認めた 



頸動脈エコーを実施した患者の20%が 

50%以上の狭窄を認めた。 

50%以上の狭窄がある患者のStroke

発生頻度は5〜10% 

年齢とStroke発生頻度 
頸動脈エコーで50%以上の狭窄あり(+NICS) 
とStroke/ TIAの既往の有無による検討 

両方ある場合はハイリスク（18%） 



予後予測因子（術前）：血管疾患、CVA/ TIA既往、LVEF<30%、（片側頸動脈に50%狭窄） 

上記のリスクのある患者には頸動脈エコーを実施すべきである 



Epidemiology of stroke after cardiac surgery in the current era. 
Ani C. Anyanwu, MD, FRCS,a Farzan Filsoufi, MD, Sacha P. Salzberg, MD, David J. Bronster, MD, and 

David H. Adams, MD 

Departments of Cardiothoracic Surgery and Neurology, Mount Sinai Medical Center, New York, NY. 

J Thorac Cardiocasv Surg 2007;134:1121 

Retrospective analysis was conducted of a 

prospective database of 5085 adults 

  coronary bypass 2401,  

  isolated valve 1003,  

  valve/coronary bypass 546, 

  thoracic aorta 517,  

  transplant/assist device 179,  

  adult congenital 124,  

  other 315 

who had cardiac surgery at a single institution 

over a 6-year period (1998 –2004). 

• Stroke was defined as a permanent 
new neurologic deficit occurring either 
intraoperatively or postoperatively 
during the hospitalization.  

• Transient neurologic deficits with 
complete resolution at the time of 
discharge or exacerbation of a 
previous cerebral vascular accident 
with no new neurologic deficit were 
not recorded. 

•  There was no systematic evaluation of 
patients for postoperative stroke; 
recording of stroke was based on 
clinical diagnosis in the course of 
standard patient management. 

J Thorac Cardiocasv Surg 2007;134:1121 



Observed in 134 patients (incidence 2.6%) 

 80 (60%) observed in the immediate postoperative period. 

 remaining 54 ,first observed after the first postoperative day.  

The incidence of stroke varied significantly by procedure: 

 CABG 1.7% (40/2401),  

 isolated valve 1.8% (18/1003),  

 valve with CABG 4.4% (24/546),  

 ascending aortic graft 4.6% (24/517),  

 congenital 1.0% (1/124), 

 ventricular assist device or transplant 6.2% (11/179), 

 and other (including aortic arch) 5.4% (16/315). 

Stroke発症頻度と発症時期、術式による発症頻度の違い 

J Thorac Cardiocasv Surg 2007;134:1121 



EuroSCOREによる重症度とStroke 
▶重症度があがるとStroke頻度上昇 

Stroke合併は臓器不全を併発する。 
特に呼吸不全は50%を超える。 

Stroke Mortality&Morbidity 



EuroSCOREのどの重症度においても、 
Stroke合併は術後1年の死亡の危険因子。 
 
特に、EuroSCOREでリスクが低い群ほど、 
Stroke合併は1年後死亡ORが高い。 

Stroke合併による生存曲線 

術後のStroke以前に、 
もともとEuroSCOREが高いので予後不良なのか？ 



Strokeの発生率に有意差はない。 
 

術前に大動脈の石灰化を認め
た102例について術者が術式を
off-pumpとしたのが関与。 
 

ただし、患者背景では両群にお
いて高血圧、脳卒中の既往、末
梢血管疾患、糖尿病、慢性Af、
EURO Scoreに差はない。 

CORONARY study：Off-pump vs On-pump 
N Engl J Med 2012;366:1489 



N Engl J Med 2012;366:2466 

急性心内膜炎に対する早期手術と
待機的治療に関するRCT 
 
早期手術；割り付け後48 時間以内
に手術＝37例 
 

従来治療；抗菌薬治療を継続し、
入院中または再入院して待機的手
術＝39例 

6ヶ月時点の臨床的脳卒中は、 
従来治療で8例(21%)に対して早
期手術は無し。 



心臓手術後のStrokeまとめ 

機序 

大動脈 

アテローム 

硬化症 

心原性塞栓 

空気塞栓 

内頚動脈
狭窄 

Valve surgery 
Combined 

surgery 

Off-pump 
CABG 

On-pump 
CABG 

術式 

発症パターン 

（CT所見） 

•Embolic/ 
Thrombotic 

•Watershed 

•Mixed 

•Hemorrhage 

発症時期 

•Early（覚醒前） 

•Delayed（覚醒後） 

患者 

因子 

頸動脈
病変 

脳卒中
既往 

心房
細動 

高齢 

重篤
な状
態 

高血圧 



Cognitive Decline after Cardiac Surgery 



推奨される神経心理テスト 

高次機能障害； cognitive declineの判定基準 

Ann Thorac Surg 1995;59:1345 

1995年に発表された心臓手術後のcognitive declineについての研究指針 



Long-term postoperative cognitive dysfunction in the elderly 

ISPOCD1 study.  

ISPOCD investigators. 
International Study of Post-Operative Cognitive Dysfunction. 

Lancet 1998;351:857 

• 非心臓手術においても術後に認知機能低下が認められるか？ 

• その危険因子は何か？ 

• 非心臓手術術後のcognitive dysfunction発症危険因子として周術期低酸素血症

と動脈圧低下説に対する多施設研究。 

• 60歳以上全麻下非心臓手術患者1218人を対象。 

• 術前１週間、術後１週間と３ヶ月に認知力テストを実施。 

• 術前から術後３日間までパルスオキシメータ−にて酸素飽和度を継続して測定。 

• 血圧は術中３分間隔、術後15～30分間隔で測定。 

• cognitive dysfunctionを判定するにあたり、英国内外の対象群に試験実施。 



Lancet 1998;351:857 

cognitive dysfunctionは 

１週間後で25.8%[CI 23.1-28.5]、

３ヶ月後で9.9%[8.1-12.0] 

に認めた。 

英国の対象群は各3.4%と2.8%

であった。 



Lancet 1998;351:857 

早期危険因子：高齢と麻酔時間、

低学歴、手術既往、術後感染症、

呼吸器合併症。 

晩期危険因子：高齢のみ。 

 

低血圧と低酸素血症はいずれの

時期においても有意な危険因子

ではない。 



• 261 patients underwent CABG at the Duke Heart Center  

 from March 1989 through November 1993,  

 and final five-year follow-up was completed in November 1998. 

• neurocognitive tests were performed preoperatively (at base line),  

 before discharge, and six weeks, six months, and five years after CABG surgery. 

• Decline in postoperative function was defined as a drop of 1 SD or more in the scores  

 on tests of any one of four domains of cognitive function.  

• Overall neurocognitive status; composite cognitive index score = the sum of the scores  



the incidence of decline  53% at discharge, 36% at 6 wks, 24% at 6 mos, and 42% at 5 yrs.  

退院時declineある場合：その後もdeclineの低下は有意に認める 



退院時decline 

術前スコアが高い 
=ceiling effect 

高齢 



OCTOPUS Study JAMA 2002; 287: 1405–12 

オランダにおけるRCT 
全281例：Off-pump群142例 On-pump群139例 
10種類のneuropsychological testを術前、術後3ヶ月、12ヶ月に実施 
3ヶ月（248例）での高次機能障害は、off-pump群対on-pump群は21%
対29%（RR 0.65, CI 0.36-1.16）、全標準化スコアは0.19対0.13(p=0.03)
であった。 
12ヶ月での高次機能障害は、30.8%対33.6%(RR 0.88, CI 0.52-1.49)、
全標準化スコアは0.19対0.12(p=0.09) 
3ヶ月、12ヶ月どちらの時点においてもQOL, Stroke rate, 死亡率に差
は認めない。 
 
結論：off-pump CABGは3ヶ月時点での高次機能の改善に関与する
が12ヶ月の時点では差は認めない。 



Short-term changes in cerebral activity in on-pump and off-
pump cardiac surgery defined by functional magnetic 
resonance imaging and their relationship to microembolization 
Abu-Omar J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:1119-25 

On-pump CABGの術後で記銘力低下 

Off-pump CABG 

fMRI所見 
On-pump術後に機能していない領域がある 



Ann Thorac Surg 2009;87:36–45 

術中のrSO2測定と高次機能障害の発生について 

 

• Single center RCT 

• From January 2004 to February 2006, 265 patients undergoing primary on-pump CABG 

• INVOSを術中に使用し数値を表示した群（intervention group）と表示しない群(control) 

• Intervention；Baseline rSo2より20%低下したら介入する。 

• The rSO2 desaturation: multiplying rSO2 below 50% by time (seconds);  

• rSo2 score = [50% rSo2 – current rSo2 (%) ]* time (seconds)を記録 

• Neurocognitive testing; 術前、退院時、術後3ヶ月の時点で実施 



Ann Thorac Surg 2009;87:36–45 

他に、術後譫妄の評価；Delirium Rating Scale (DRS) 
検査結果に影響を及ぼす気分・不安障害を同時に評価； the Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS) 

実施されたneuropsychologic tests 
Neurocognitive decline定義；上記検査の1つ以上で平均ー1SD以下のスコアを認めた場合 



CPB管理について： 
Standard flow rates of 2.2 L/minute to 2.4 L/minute to maintain a MAP > 60mmHg, 
PaCO2  maintained at 40 mm Hg or greater by alpha-stat management,  
hematocrit maintained above 22%.  
Mild hypothermia, antegrade and retrograde crystalloid cardioplegia, and generally a two-clamp technique. 

Intervention群は、
術中rSO2数値を見
ながらCPB flow、血
圧、pCO2、体温、麻
酔深度を調整した。 

Desaturation score>3000
の割合は両群差はない 



OR: rSO2 desat score> 3000; 2.22, 喫煙者; 2.04, 術後譫妄; 1.31, 術前腎傷害; 0.18 

Cognitive decline（退院時）= 60% 

※術前腎傷害のある患者は基礎値が悪い＝これ以上悪くならない（良くなるしかない）＝basement/ floor efffect 



入院期間6日以上延期に関与する因子（OR） 

rSO2 desat score>3000; 2.71, 退院時cognitive decline; 2.17, 年齢; 1.84, うつ; 2.46, 譫妄; 3.62 

術後3ヶ月のcognitive declineにはrSO2は関与しない（age; 1.76, 退院時decline; 1.91） 

術後3ヶ月の発症率28.7% （退院時declineのうち66%が3ヶ月後も不変） 



周術期の脳内低酸素とneurocognitive decline 

• 術後早期declineは、年齢、術中の脳内低酸素が関与する 

• 術後3ヶ月経過すると、年齢と術後のdeclineの影響はあるが、

術中の因子は関与しない。 

• 観察期間が長くなるにつれて、生理的影響を受ける。 

• 術中のrSO2補正の介入を厳格にしていたら、desat indexや

術後decline発生に影響していたかもしれない。 



Acta Anaesthesiol Scand. 2010;54:663 

• 現在までに行われた心臓手術後の高次機能障害に関する研究を総括 

 

• 1995年の指針（Ann Thorac Surg 1995;59:1345）が多くの研究の基準で

あるが、必ずしも遵守されていない。 

• ひとりの患者に複数回の数種類の神経心理テストを実施するには手間

がかかる。 

• すなわち、研究に大がかりな時間と費用を要する。 

• 研究間での結果の相違は、評価法、対象など様々な要因が考えられる。 

• ただし、いままでの研究成果の蓄積から、より臨床に適した普遍的な評

価法が見いだされることが期待される。 

 

• よって、心臓手術後の高次機能障害について、いまだ明確な結論をつ

けることはできない。 



Postoperative Seizure 



Ann Thorac Surg 2011;91:514 –9 

• AprotininやTranexamic Acidを使用していない母集団での術後痙攣発作 

• 2007年4月から2009年12月までの心臓手術2578例中31例(1.2%)に痙攣

発作を認めた。1例は術前に認めた。 

• 痙攣の型 

• 大発作71%、単純/複雑部分発作26%、痙攣重積3%。 

• 術式による発生率 

• CABG 0.1%, isolated valve 1%, valve/CABG 3%, aorta 5%; p <0.001 





84±1% 

53±10% 

• 術後30日死亡率 

痙攣あり/なし；29%対6%, p <0.001 

• 26例(84%)に頭部CTを実施 

脳梗塞14例(53%) 

 embolic 9例(34%) 

 watershed 3例(12%) 

脳出血2例(8%) 

新たな脳卒中と院内死亡率に相関は認めず。 

• 生存退院22例中13例(60%)は神経学的後遺症

を伴わず退院 

術後痙攣発作の予測因子 
 
低体温循環停止 
大動脈石灰化・アテローマ 
術前の重篤状態 



Anesth Analg 2010;110:350 –3 

カナダの2施設における後ろ向き研究。痙攣発作を認めた24例の詳細を調査。 
Aprotinin使用中止後にTranexamic Acid使用が増加した後の669例中24例。 



A single center historical cohort study, form April 2003 to December 2009 

Seizures occurred in 56 of 5,958 patients (0.94%). 

Tranexamic acid (TA); associated with an increased risk (OR 7.4, 95%CI 2.8–19.3; P<0.001) 



痙攣発作患者の特徴 

 

手術終了から初回痙攣までの時間 5.3hr 

痙攣の型：大発作59%、部分発作19.7% 

CT所見： 

 Minor Stroke 49.2%,  

 Major Stroke 14.8%,  

 New Stroke 14.8% 

痙攣発作の再発率 59% 

入院中抗けいれん薬中止 47.5% 

入院死亡率 21.3% 

自宅退院率 59%  



心臓手術後の痙攣発作 

TAの使用量と痙攣発作の年次推移 

予測因子 TA使用、術前心停止、APACHEII>20、心臓手術既往、心腔切開、
CPBtime>150、術前神経障害 



Postoperative Seizureまとめ 

 重篤な状態、低酸素・低血圧は痙攣の原因となりうるが、 

 これだけが、痙攣発作の原因とは言えない。 

 Strokeを合併している症例もあるが、すべてではない。 

 後遺症を残さず退院する症例もあり、重症化の予後予測が

必要。 

 

 一時的な、神経細胞の易刺激性（脱分極のし易さ）とすれば、 

脳内代謝産物や薬剤（TAなど）によるGABA受容体遮断が原因。 



４つの疑問に対するこたえ 
• 術後に発生した脳卒中、脳症の患者の予後はどうか。 

– 術後の脳卒中と痙攣発作は予後不良である。 

• リスクがある患者を予測できるか。 

– 脳卒中は患者因子（高齢、既往あり）、術式（複合手術）。 

– 痙攣発作は術前の重篤な状態、Tranexamic acid（TA）使用量。 

• 発症の機序は何か。 

– 虚血性脳卒中はembolicとwatershed（低灌流）に大別される。 

– Cognitive declineやseizureは不明。低酸素や低血圧の関与がありそう。 

• 脳障害を回避する方法や薬物治療はあるか。 

– 術中epiaortic echoや術前の頸動脈エコーなどでStrokeを回避する術式

が選択できる（カニュレーション、cross-clamp、バイパス吻合部位など）。 

– 冠動脈バイパスにOff-pumpを選択することで、StorkeやDeclineを回避で

きるかもしれない。 

– 痙攣発作を回避するためにTAの使用を控える。 

 



参考；2011CABGガイドラインの抜粋 



4.10.3. Central Nervous System Monitoring 
 
Class IIb 
1. The effectiveness of intraoperative monitoring of the processed 
electroencephalogram to reduce the possibility of adverse recall of clinical events 
or for detection of cerebral hypoperfusion in CABG patients is uncertain. (LOE: B) 
 
2. The effectiveness of routine use of intraoperative or early postoperative 
monitoring of cerebral oxygen saturation via near-infrared spectroscopy to detect 
cerebral hypoperfusion in patients undergoing CABG is uncertain.(LOE: B) 
 
5.2. Use of Epiaortic Ultrasound Imaging to Reduce Stroke Rates 
 
Class IIa 
1. Routine epiaortic ultrasound scanning is reasonable to evaluate the presence, 
location, and severity of plaque in the ascending aorta to reduce the incidence of 
atheroembolic complications. (LOE: B) 



5.3. The Role of Preoperative Carotid Artery Noninvasive Screening in CABG Patients 
 
Class I 
1. A multidisciplinary team approach (consisting of a cardiologist, cardiac surgeon, 
vascular surgeon, and neurologist) is recommended for patients with clinically 
significant carotid artery disease for whom CABG is planned. (LOE: C) 
 
Class IIa 
1. Carotid artery duplex scanning is reasonable in selected patients who are 
considered to have high risk features (ie, age >65 years, left main coronary stenosis, 
peripheral artery disease, history of cerebrovascular disease [transient ischemic attack, 
stroke, etc.], hypertension, smoking, and diabetes mellitus). (LOE: C) 
2. In the CABG patient with a previous transient ischemic attack or stroke and a 
significant (50% to 99%) carotid artery stenosis, it is reasonable to consider carotid 
revascularization in conjunction with CABG. In such an individual, the sequence and 
timing (simultaneous or staged) of carotid intervention and CABG should be 
determined by the patient’s relative magnitudes of cerebral and myocardial 
dysfunction. (LOE: C) 
 
Class IIb 
1. In the patient scheduled to undergo CABG who has no history of transient ischemic 
attack or stroke, carotid revascularization may be considered in the presence of 
bilateral severe (70% to 99%) carotid stenoses or a unilateral severe carotid stenosis 
with a contralateral occlusion. (LOE: C) 


