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不登校に潜む身体疾患−小児起立性調節障害
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起立後血圧回復時間の測定

①
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〈図3〉起立後血圧回復時間の測定
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サブタイプ判定（注 2）
異常なし（注 3）

②

（注 1）
検尿，便潜血，検血一般，電解質，腎機能，
肝機能，甲状腺機能，心電図，レントゲン

重症度診断

（注 2）サブタイプ判定
・起立直後性低血圧・遷延性起立性低血圧
・体位性頻脈症候群・神経調整性失神

心身症としての
ODチェックリスト

（注 3）
異常なしでも起立時の自覚症状が強ければ，
1 − 2 週後に再度新起立試験

OD治療ガイドライン

起立と同時に
ストップウオッチをスタート

③

起立直後には
コロトコフ音は聴こえない
血圧が回復したら聴こえた！
起立から何秒？
25秒以上は異常

