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久留米大学 医学部 脳神経外科

重森

稔

この度，頭部外傷データバンク（ JNTDB）委員会による「プロジェクト 2004」の成果が機
関誌「神経外傷」の特別号として組まれることになった。このプロジェクトは 2004 年 7 月か
ら 2006 年 6 月までに登録された重症頭部外傷例に関する臨床研究である。我が国でこの分野
をリードする方々による 14 編の優れた原著論文が掲載されている。このような形で機関誌上
にまとめて報告されるのは， 2002 年の Vol.25 No.3 以来 2 度目のことになる。 2006 年には，

1998 年 10 月から 2001 年 12 月までの登録例をもとに「プロジェクト 1998」として，日本脳神
経外科学会機関誌 Neurol Med Chir（NMC）誌上にその分析結果が発表されている（Nakamura

et.al. Vol.46, 567-574）
。
思い起こせば，1996 年 5 月に JNTDB 準備委員会が発足し，正式の委員会として活動を開始
した 1997 年４月から数えるとすでに 10 数年が経過したことになる。この間，1998 年の pilot

study の結果発表（小川ら，神経外傷 Vol.21, 125-129）を嚆矢として，本機関誌のみならず多
くの関連雑誌に原著論文としてその成果が発表されてきた。なお，JNTDB 委員会委員とほぼ
重複するメンバーによる「重症頭部外傷治療・管理のガイドライン」が 2000 年（初版）と，

2006 年（第 2 版）に機関誌上に発表されている。これら一連の活動とその実績は日本神経外傷
学会と日本交通科学協議会や損保協会などの御支援のもと，JNTDB 委員会および機関誌編集
委員会の方々の並々ならぬ熱意と情熱により実現したもので，各位のご努力に改めて感謝と敬
意を表したい。
このような歴史的経緯を背景に，今回の特別号では「プロジェクト 1998」と「プロジェク
ト 2004」との比較検討が主要な核となっている。この十数年における重症頭部外傷研究の変
遷が色々な視点から検討されている。我が国での疫学的変化や臨床研究の進歩だけでなく，今
後の問題点を知る上でも貴重な資料となると確信している。今回の特別号の発刊は JNTDB の
活動の 1 つの milestone にすぎないが，今までの節目として活動開始以来の貴重な業績を１つ
にまとめて広く発信することも意義があるのではないかと考えている。さらに NIH fund によ
る IMPACT study への参加も依頼されており，今後欧米との比較検討資料として国際的にも利
用されるよう期待している。

JNTDB の生みの親，育ての親でもある慈恵医科大学の中村紀夫名誉教授が 2002 年の特別号
に格調高い序文を寄せられている。その中で，「JNTDB に蓄積された原本資料は目的次第では
まだまだいくらでも利用価値のある宝庫といえる。そしてこれからの重症頭部外傷の予防，治
療に大いに役立つに違いない」と述べておられる。JNTDB の意義はこの言葉に十分尽くされ
ているであろう。
今後，小野新委員長のもとで新しいメンバーとまさに全国を網羅する参加施設のもとで，国
際的にも堂々と通用する Data Bank として発展するよう願っている。
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Emergency medical care of trauma victims has undergone
major changes in the last 10 years. The aim of this study was to
assess how the improved care influences early physiological
abnormalities, intracranial pathology, and outcomes after traumatic brain injury (TBI). Two cohorts of severe TBI patients
were compared. The first cohort was treated from 1998 to 2001
and the second from 2004 to 2006. Between groups, the mean
age increased from 49 ± 24 years to 53 ± 23 years. The incidences
of initial hypoxia and hypotension, which adversely affected
outcomes, were decreased. Intracranial mass lesion was more
frequent in the second cohort, probably because of the increasing age. The mortality rate was improved, although the proportion of patients with severe disability or vegetative state in
survivors was increased. The sustained efforts to reduce early
respiratory and circulatory abnormalities during prehospital
care probably contributed to this improved mortality rate, but
they do not appear to have led to improvements in functional
outcomes.
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Ⅰ ────────────────はじめに ─

が，それに引き続くストレス応答や止血・炎症反応
など多様な生体反応によって脳浮腫，腫脹，出血，

頭部外傷インパクト時には脳各所に生じる剪断力

壊死などの二次性脳損傷が進行する 11,12,13,14,18）。脳虚

により一次性脳損傷（脳実質や血管の損傷）が起こる

血や脳低酸素状態は二次性脳損傷を助長する主要因
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と考えられており，外傷後の低血圧や呼吸障害など

登録施設搬入時の収縮期血圧 90 mmHg 未満を早

の頭蓋外因子が二次性脳損傷進展に重大な影響を及

期低血圧，PaO2 60 mmHg 未満を早期低酸素とした。

ぼすとされる 1）。したがってプレホスピタル・ケア

Abbreviated Injury Score（ AIS）3 以上の他部位損傷

を含めた頭部外傷初期診療においては，これらの頭

を有する症例を多発外傷例とした。頭蓋内診断には

蓋外因子を排除することが急務となる。近年発刊さ

Traumatic Coma Data Bank（ TCDB）CT 分類 3） を用

れた「重症頭部外傷治療・管理のガイドライン」8,9）

いた。この分類を要約すると，除去すべき頭蓋内

や「外傷病院前救護ガイドライン（ JPTECTM）」2），

mass lesion がなかったものが diffuse injury で，この

「外傷初期診療ガイドライン（ JATECTM）」7） などに

うち CT 上の頭蓋内異常がなかったものが diffuse

おいてもその点が重視された内容となっている。今

injury I，頭蓋内異常を認めたが脳腫脹所見や正中構

回の頭部外傷データバンク（Japan Neurotrauma Data

造偏位がなかったものが diffuse injury II，脳腫脹所

Bank: JNTDB）のプロジェクト 2004 の登録症例（2nd

見が加わったものが diffuse injury III，正中構造偏位

cohort）は 2004 年 7 月から 2006 年 6 月に受傷し入院

が加わったものが diffuse injury IV である。また頭

治療を受けた症例であり，これらのガイドラインが

蓋内 mass lesion に対して外科治療が行われたものが

普及し実践されてきた時期に相当する。対して第 1

evacuated mass，除去すべき mass lesion はあったも

期のプロジェクト 1998 登録症例（1st cohort）は 1998

のの外科治療が行われなかったものが nonevacuated

年 10 月から 2001 年 12 月に受傷した症例であり

mass で あ る 。 転 帰 は 登 録 施 設 退 院 時 の Glasgow

6），

時期的にはほぼこれらのガイドラインが発行あるい

Outcome Scale で判定し，good recovery か moderate

は普及される以前に相当する。そこで本項ではこれ

disability であったものを favorable outcome，severe

ら 2 つの cohort を比較し，特に外傷後早期の呼吸循

disability か vegetative state あるいは dead であった

環異常と頭蓋内診断ならびに転帰についてその経年

ものを unfavorable outcome とした。また既に報告さ

的変化を検討するとともに，これらのガイドライン

れた 1st cohort の検討で，6 〜 39 歳，40 〜 69 歳，70

の効果判定も意図した。

歳以上の各年齢群間で転帰に大きな違いを認めたた
め 16），今回もこれらの各年齢群における検討を加え

Ⅱ────────────────対象と方法 ─
第 1 期の登録対象症例は 6 歳以上であったため，

た。
数値データの比較には t 検定を，分類データの比
較にはχ2 検定を用い，5% 未満を有意とした。また，

今回も 6 歳以上の重症頭部外傷例（登録施設への搬入

年齢，搬入時 GCS score，早期低血圧，早期低酸素，

時に Glasgow Coma Scale（GCS）score 8 以下であっ

多発外傷， mass lesion（ TCDB CT 分類の evacuated

たか，搬入後早期に GCS score 8 以下となった症例）

mass と nonevacuated mass）を予後予測因子候補と

を対象とし，搬入前心肺停止症例は除外した。今回

したモデルによりロジスティック回帰分析を行った。

の第 2 期登録症例は 1,101 例で，搬入前心肺停止症例
は 52 例（交通外傷は 29 例 55.8 %），全経過を通じて

GCS 9 以上であった症例は 192 例，5 歳以下は 28 例
であり，これらを除いた 829 例を 2nd cohort とした。

Ⅲ ────────────────結

果─

2nd cohort の 829 例中，搬入時の血圧と PaO2 のい

前回の第 1 期登録症例は 1,002 例で，搬入前心肺停止

ずれかあるいは両方の記載不備が 111 例に認められ

症例は 115 例（交通外傷は 83 例 72.2%），全経過を通

たため，早期低血圧，低酸素についての検討は残り

じての GCS 9 以上は 88 例であり，残りの 799 例を

の 718 例で行った。記載不備群と記載が十分であっ

1st cohort とした。

た群との間で，年齢や GCS， ISS，転帰などに有意
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Fig.1 Age and sex distribution of both cohorts.

Table 1 Patient characteristics of both cohorts

（p=0.9067）， favorable outcome 26.1% vs 26.7%（ p=

1st cohort

2nd cohort

799

829

48.9 ± 23.7

53.1 ± 22.7

0.0003

6 – 39

37.8%

30.5%

0.0020

と高齢層に 2 峰性のピークを示したが，若年層が減

40 – 69

38.5%

42.0%

0.1584

少し，高齢層に増加がみられた（Fig.1）。両群の比

> 69

23.7%

27.5%

0.0753

較を Table 1 に示す。2nd cohort では平均年齢が上昇

75.1%

70.9%

0.0585

し，統計学的に有意ではなかったものの女性が増え，

Traffic

62.0%

52.5%

0.0001

Fall

29.0%

38.7%

< 0.0001

9.0%

8.8%

0.8843

0.0575），40 〜 69 歳では 50% から 47% へ（p=0.5140），

Early hypotension

14.5%

11.7%

0.0935

70 歳以上では 49% から 34% へ（p=0.0028）とすべて

Early hypoxia

14.4%

4.2%

< 0.0001

5.9 ± 2.7

6.0 ± 2.7

0.6066

Injury Severity Score（ISS）に差はなく，多発外傷例

27.4 ± 10.4

27.0 ± 11.5

0.3761

の頻度にも有意差は認めなかった。早期低血圧を示

30.9%

34.4%

0.1362

した症例の頻度は減少の傾向を示し，早期低酸素を

36.7%

31.1%

0.0180

No. of patients
Age

Male

P Value

Mechanism

Others

GCS on admission
ISS on admission
Multiple injury

2nd cohort の年齢分布は 1st cohort と同様に若年層

また交通外傷が減少した。交通外傷は若年者に多く
認められたが， 6 〜 39 歳では 83% から 76% へ（ p=

の年齢群において減少した。搬入時の GCS score，

示した症例の頻度は有意に減少した。頭蓋内診断で

CT classification
Diffuse injury

0.8916），mortality rate 41.4% vs 41.2%（p=0.9657）〕。

は ， diffuse injury の 頻 度 は 減 少 し ， nonevacuated

Diffuse injury I

0.6%

3.4%

< 0.0001

Diffuse injury II

23.4%

18.9%

0.0237

Diffuse injury III

11.3%

6.5%

0.0007

割合が増加したが，どの年齢群においても 2nd cohort

Diffuse injury IV

1.4%

2.3%

0.1699

で nonevacuated mass が増加していた（Table 2）。以

0.0092

上のように 2nd cohort では年齢が上昇し交通外傷が
減少していたため，早期低血圧，低酸素発生率の低

Evacuated EDH

9.3%

6.0%

Evacuated SDH

35.0%

32.4%

0.2682

Evacuated ICH

5.1%

8.0%

0.0212

Nonevacuated mass

13.9%

22.4%

0.0008

mass が増加した。高齢となるに従い mass lesion の

下に及ぼす年齢と受傷機転の変化の影響についても
検討したが，いずれの年齢群や受傷機転においても

差はなかった〔記載不備群 vs 記載十分群：年齢 54 ±

やはり早期低血圧，低酸素は減少し，特に早期低酸

25 歳 vs 53 ± 22 歳（p=0.6311），GCS score 6.4 ± 3.1 vs

素の減少はすべての年齢群や受傷機転において有意

5.9 ± 2.6（ p=0.0610）， ISS 27.1 ± 14.4 vs 26.9 ± 11.1

であった（Table 3）
。
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Table 2 Intracranial diagnosis of both cohorts in the three age groups
16 – 39 yrs
1st

cohort

2nd

40 – 69 yrs

cohort

P Value

1st

cohort

2nd

> 69 yrs

cohort

1st

P Value

cohort

2nd cohort

P Value

DI

52.3%

49.4%

0.4950

30.8%

25.6%

0.1338

21.2%

18.1%

0.4262

EM

42.4%

39.0%

0.4152

56.2%

52.3%

0.3208

49.7%

47.1%

0.5974

nEM

5.3%

11.6%

0.0068

13.0%

22.1%

0.0023

29.1%

34.8%

0.2153

DI = diffuse injury, EM = evacuated mass, nEM = nonevacuated mass

Table 3 Incidence of early hypotension and hypoxia of both cohorts with regard to
age and mechanism of injury
Early hypotension
1st

cohort

2nd

cohort

Early hypoxia
P Value

1st

cohort

2nd cohort

P Value

Age
6 – 39 yrs

16.2%

13.1%

0.3002

16.6%

5.4%

< 0.0001

40 – 69 yrs

14.3%

14.1%

0.9391

13.3%

3.9%

< 0.0001

> 69 yrs

12.2%

6.4%

0.0443

12.7%

3.2%

0.0006

Mechanism
Traffic

16.4%

14.9%

0.5517

20.4%

6.0%

< 0.0001

Fall

11.6%

8.9%

0.2964

8.6%

1.8%

0.0005

Other

11.1%

4.4%

0.1409

15.2%

3.2%

0.0150

Fig.2 Glasgow Outcome Scale at discharge of both
cohorts.
GR = good recovery, MD = moderate disability, SD = severe
disability, VS = vegetative state

Fig.3 Outcome at discharge correlated with age, early
hypotension, early hypoxia, and multiple injury.
死亡率は有意に減少したが（ p=0.0013）vegetative

favorable outcome が有意に多かったが，年齢別にみ

state が有意に増加した（ p=0.0175）
（Fig.2）。これは

ると各年齢群において受傷機転による差は認められ

どの年齢群においても同様であった。高齢，早期低

なかった。交通外傷例の死亡率は 46.3% から 39.8%

血圧，早期低酸素は転帰不良と有意な関連を示した

へ（p=0.0461），転倒・転落外傷例の死亡率は 55.2%

（Fig.3）。 ま た 交 通 外 傷 は 転 倒 ・ 転 落 外 傷 よ り も

から 43.9% へ（p=0.0090）といずれにおいても有意な
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Table 4 Logistic regression of probability of unfavorable outcome
P Value

Odds（95%CI）

Age

< 0.0001

1.036（1.028 – 1.045）

GCS

< 0.0001

0.766（0.677 – 0.848）

Early hypotension

0.0900

1.791（0.913 – 3.512）

Early hypoxia

0.3510

1.657（0.574 – 4.787）

Multiple injury

0.0120

1.748（1.131 – 2.702）

Mass lesion

0.0010

2.093（1.379 – 3.178）

Fig.4 Outcome at discharge correlated with intracranial diagnosis.

Table 5 Logistic regression of probability of mortality

DI = diffuse injury, EDH = evacuated epidural hematoma,
SDH = evacuated subdural hematoma, ICH = evacuated
intracerebral hematoma, nEM = nonevacuated mass lesion

P Value

Odds（95%CI）

Age

< 0.0001

1.019（1.011 – 1.027）

GCS

< 0.0001

0.743（0.652 – 0.828）

Early hypotension

0.0010

2.434（1.433 – 4.133）

低下を示した。頭蓋内診断では diffuse injury III と

Early hypoxia

0.0160

2.788（1.211 – 6.418）

IV，evacuated SDH，nonevacuated mass 症例の転帰

Multiple injury

0.1500

1.323（0.904 – 1.936）

が特に不良であった（Fig.4）。ロジスティック回帰分

Mass lesion

< 0.0001

2.124（1.437 – 3.140）

析においては，年齢，GCS，mass lesion が有意な予
後不良因子であった。早期低血圧と早期低酸素は

unfavorable outcome を従属変数としたモデルでは有

頭蓋内診断（ CT 所見）では， diffuse injury が減少

意ではなかったが（Table 4），死亡を従属変数とする

し mass lesion 特に nonevacuated mass が増加した。

と有意であった（Table 5）
。

Mass lesion は年齢の上昇とともに増加したが，これ
は欧米からの報告でも同様である 3,5,17）。したがって

Ⅳ ────────────────考

察─

今回の高齢化が mass lesion 増加の一つの要因と考え
られる。ただし，nonevacuated mass は全年齢群にお

今回のプロジェクトでは前回と比べ年齢分布がよ

いて増加が認められており，年齢上昇のみが mass

り高齢側にシフトし交通外傷が減少した。人口動態

lesion 増加の要因とは考えられない。今回の検討か

が高齢へとシフトしたことや行政による飲酒運転や

らこの点を明らかにすることはできないが，例えば

危険運転の厳罰化や法制化などが影響した可能性が

より頻回の CT フォローがなされるようになり，以

ある。本来，高齢者では交通外傷が少なく転倒，転

前であれば diffuse injury と診断されていたものが，

落外傷が多いことから 4,15,16,17），高齢化に伴い交通外

その後のフォロー CT で mass lesion が明らかとなっ

傷が減少した可能性もあるが，今回の結果では全年

たために最終的には nonevacuated mass と診断され

齢群において交通外傷は減少していた。また，女性

たような症例が増えた可能性はあるかもしれない。

症例が増えたことは高齢化に伴う現象と考えられる。

高齢や mass lesion は有意な転帰不良因子であった

5,10），高

が，2nd cohort におけるこれらの増加にもかかわらず

齢者では女性の人口が多いことと高齢になるに従い

死亡率は有意に低下した。その要因としてまず交通

日常生活や家庭での外傷が増えるために性差が少な

外傷の減少について検証しなければならないが，交

くなることなどによると思われる。

通外傷は転倒・転落外傷よりもむしろ転帰は良好で

つまり，他国からの報告でも同様のように
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あった。ただ各年齢群別の検討では両者間に差がな
く，高齢者に転倒・転落外傷が多いことがこのよう
な結果に繋がったものと思われる。いずれにしても
交通外傷の減少自体が直接死亡率低下の原因となっ
たとはいえないものの，交通外傷が原因となった搬
入前心肺停止症例も減少しており，交通外傷の減少
に伴い最重篤症例が減少した可能性はある。とはい
え，今回の結果から死亡率低下の要因として最も重

6）Nakamura N, Yamaura A, Shigemori M, et al: Final
report of the Japan Neurotrauma Data Bank Project
1988–2001: 1002 cases of traumatic brain injury.
Neurol Med Chir (Tokyo) 46: 567-574, 2006.
7）日本外傷学会外傷研修コース開発委員会編：外傷初期
診療ガイドライン JATEC, へるす出版, 東京, 2002.
8）日本神経外傷学会：重症頭部外傷治療・管理のガイド
ライン. 神経外傷 23: 1-51, 2000.
9）日本神経外傷学会：重症頭部外傷治療・管理のガイド
ライン第 2 版. 神経外傷 29: S1-S115, 2006.

視されるべきはやはり早期低血圧，低酸素症例の減

10）Nijbore JMM, Van Der Sluis CK, Van Der Naalt J, et

少であろう。プレホスピタル・ケアから初期診療に

nearly two decades apart: unchanged mortality but
improved quality of life despite higher age. J Trauma
63: 670-675, 2007.

かけての呼吸循環管理の重要性の認識とその改善が
早期低血圧，低酸素症例の減少ひいては死亡率低下
に繋がったものと考えられ， JPTECTM や JATECTM，
「重症頭部外傷治療・管理のガイドライン」の普及，
実践に負うところが大きいと思われる。しかし一方，

severe disability や vegetative state 症例は増加を示し，
死亡率は低下したものの生存例における機能改善ま
でには至っていない。重症頭部外傷例の機能予後改
善には非常な困難が予測されるが，その達成のため
には初療からそれに引き続く ICU 管理において，更
なる二次性脳損傷制御のための適正な脳酸素化や脳
保護療法の確立等，残された課題は多い。
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Role of brain hypothermia and intensive
normothermia for severe head injury
—Analysis of Japan Neurotrauma Data Bank
Project 2004—
NOBUYUKI KAWAI1,3, YASUHIRO KURODA2, KENYA KAWAKITA1,2
TAKASHI TAMIYA1, SEIGO NAGAO1,3
1Department

of Neurological Surgery, Kagawa University School of Medicine
Medical Center, Kagawa University School of Medicine
3The Japan Neurotrauma Data Bank Committee (The Japan Society of
Neurotraumatology, The Japanese Council of Traffic Science)
2Emergency

The usefulness of brain hypothermia in patients with severe
traumatic brain injury (TBI) was denied as a whole with
Prospective Randomized Controlled Trials (PRCT) in the United
States. In this study, recent situation of brain hypothermia as a
treatment strategy of severe TBI was analyzed from the data of
the Project 2004 (P2004) in the Japan Neurotrauma Data Bank
(JNTDB). Also, the incidence and the outcome of brain
hypothermia in P2004 were compared with those in the Project
1998 (P1998) to clarify whether there are any changes after the
disappointing PRCT results.
A total of 1101 cases were registered in P2004. We analyzed all
patients enrolled in this study including extradural evacuated
mass lesion. The incidences of brain hypothermia and intensive
normothermia in P2004 were 9.7% and 26.8%, respectively.
Patient's average age was younger in the hypothermia group
(40.5 ± 22.2 y.o.) compared with the intensive normothermia
(47.8 ± 23.3 y.o.) and the non-controlled (52.8 ± 24.6 y.o.) groups.
Brain hypothermia was intended to induce in patients with low
GCS and with papillary abnormality. However, critically ill
patients were treated with intensive normothermia or conservatively. The rate of good outcome (GR/MD) on discharge in
hypothermia patients was 21.5%, which was significantly worse
compared with that in intensive normothermia (33.9%) and noncontrolled (34.6%) patients, maybe due to low initial GCS. When
comparison was made with P1998 in a subgroup age above 6 y.o.
excluding extradural mass lesion and cardiopulmonary arrest
on arrival, there was no significant improvement of outcome on
discharge and reduction of mortality rate with hypothermia in
P2004. Patients treated with intensive normothermia showed
most favorable outcome and lowest mortality rate in P2004.
Further studies are necessary to validate the usefulness of intensive normothermia in patients with severe TBI.
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Ⅰ ────────────────はじめに ─

院時転帰（退院時 GOS）などについて検討した。な
お P1998 には 6 歳未満の小児は登録されなかったが，

2001 年に発表された米国の前向き RCT 研究によ

今 回 の P2004 に は 年 齢 制 限 が 設 け ら れ な か っ た

り重症頭部外傷に対する低体温療法は，全体として

（P2004 で 6 歳以下の症例は 36 例，約 3.3%）。また低

効果が認められないことが報告された 3）。またその

体温療法の効果は強い脳実質損傷を伴った症例にあ

後わが国において平成 14 年より開始された前向き

ると考えられるが，今回は体温管理の全貌を明らか

RCT 研究「超急性期軽度低体温療法による重症脳障

にする目的で硬膜外血腫単独例（ 111 例，約 10.1%）

害患者の予後改善戦略と医療費評価─多施設無作為

も含めて検討した。更に今回の P2004 には来院時心

対象臨床研究─」でも軽度低体温療法の有効性を示す

肺停止（CPAOA）症例が 52 例登録され，今回の検討

明らかなエビデンスは得られなかった。しかし体温

から除外すべきとも考えたが蘇生後に低体温療法や

の上昇は重症頭部外傷患者においてしばしば遭遇す

積極的平温療法で管理された症例もあり同様に全貌

る問題であり 2），高体温が神経損傷を増悪させるこ

を知る目的で検討に加えた。

とはよく知られた事実である 5）。また重症頭部外傷

次に P1998 における低体温療法の実施頻度や予後

患者の体温をコントロールすることは米国の頭部外

との比較検討をあわせて行った。P1998 との比較には，

傷治療のガイドラインでも標準的な治療法であり 1），

2006 年，高里らにより本誌「神経外傷」に報告され

他に有効な手段のない現状では低体温療法の全てを

た「頭部外傷データバンクにおける重症頭部外傷に

否定するより，どのような体温管理をどのような症

対する脳低体温療法の役割分担」に記された結果を

例に用いれば有効であるかの再検討がなされるべき

参考にした 11）。高里らの検討では硬膜外血腫，びま

であると考えられる。

ん性軸策損傷，来院時心肺停止（ CPAOA）を除く 6

今回の日本頭部外傷データバンクプロジェクト

歳以上を対象としていたため 11），今回の頭部外傷

2004（2004 〜 2006 年: P2004）には，体温管理として

データバンク P2004 から硬膜外血腫単独例と CPAOA

前回のデータバンクでは検討されていなかった「積

症例を除いた 6 歳以上の 902 症例で比較検討した。

極的平温療法」が追加された。今回我々は日本頭部
外傷データバンク P2004 における重症頭部外傷治療
のうち体温管理に関する分析を行ったので報告する。
またプロジェクト 1998（1998 〜 2001: P1998）のデー

Ⅲ ────────────────結

果─

（1）P2004 における体温管理の状況

タと比較検討し，低体温療法の有効性に否定的な

P2004 において「低体温療法」が施行された症例は

RCT 研究結果が報告された後の体温管理に変化が認

107 例（9.7%），「積極的平温療法」が施行された症例

められたか否かについても検討を行った。

は 295 例（ 26.8%），体温管理がなされなかった症例
は 684 例（ 62.1%）であった（残り 15 例は記載漏れ）

Ⅱ────────────────対象と方法 ─
全国 19 施設で 2004 年 7 月から 2006 年 6 月の間に

（Fig.1-A）。45 歳以下には低体温療法が 12.9%，積極
的平温療法が 29.5% に施行されていたが（Fig.1-B），

45 歳以上では低体温療法を行った割合が 7.6% と低

頭部外傷データバンクに登録・集計された 1101 症例

下していた（Fig.1-C）。なお 6 歳未満は 36 例（3.3%）

を対象とした。データバンクから体温管理法（低体

であり，低体温療法が 16.7%，積極的平温療法が

温療法，積極的平温療法，体温管理なし）と年齢，

27.8% に施行されていた。低体温療法群の年齢は 1 〜

GCS score， 瞳 孔 所 見 ， CT 所 見（ Traumatic Coma

85 歳（平均年齢 40.5 ± 22.2 歳）
（ Fig.2-B），積極的平

data Bank の CT 分類），頭蓋内圧センサー留置，退

温療法群の年齢は 0 〜 91 歳（平均年齢 47.8 ± 23.3 歳）
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Fig.1 Selection of temperature control strategy (non-controlled, hypothermia, intensive normothermia) in all patients
(A), patients age below 45 (B), and patients age above 45 (C).

Fig.2 Age distribution in non-controlled (A), hypothermia (B), and intensive normothermia (C) groups.
（Fig.2-C），体温管理なし群の年齢は 0 〜 97 歳（平均

例）のうちまた 7 例（ 13.5%）が蘇生後に低体温療法

（ Fig.2-A）であった。入院時の平
年齢 52.8 ± 24.6 歳）

や積極的平温療法で体温管理を受けていた。瞳孔所

均 GCS は低体温療法群 6.4 ± 2.9（Fig.3-B），積極的

見は，低体温療法群においては瞳孔異常なし 41.1%，

平 温 療 法 群 7.0 ± 3.3（ Fig.3-C）， 体 温 管 理 な し 群

一側瞳孔散大 30.8%，両側瞳孔散大 28.0%（Fig.4-B），

7.1 ± 3.8（Fig.3-A）であった。なお CPAOA 症例（ 52

積極的平温療法群においては瞳孔異常なし 61.3%，

頭部外傷データバンク【プロジェクト 2004】
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Fig.3 Distribution of Glasgow Coma Scale in non-controlled (A), hypothermia (B), and intensive normothermia (C)
groups.

Fig.4 Incidence of pupillary abnormalities observed in non-controlled (A), hypothermia (B), and intensive normothermia (C) groups.
一側瞳孔散大 22.0%，両側瞳孔散大 16.6%（Fig.4-C），

injury（DI）35.5%，mass lesion（ML）64.5%，積極的

体温管理なし群においては瞳孔異常なし 56.6%，一

平温療法群においては DI 30.8%，ML 69.2%，体温

側瞳孔散大 13.6%，両側瞳孔散大 28.9%，検査せず

管理なし群においては DI 36.1%，ML 63.9% であり，

0.9%（Fig.4-A）であった。Traumatic Coma Data Bank

各群間で明らかな差は認められなかった。頭蓋内圧

による CT 分類は，低体温療法群においては diffuse

（ICP）センサーは，低体温療法群の 89.7%（Fig.5-B），
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Fig.5 Incidence of intracranial pressure monitoring in non-controlled (A), hypothermia (B), and intensive normothermia (C) groups.

Fig.6 Glasgow Outcome Scale (GOS) on discharge in non-controlled, hypothermia, and intensive normothermia
groups.
積極的平温療法群の 47.1%（Fig.5-C），体温管理なし

腫単独例と CPAOA 症例を除いた 6 歳以上の 902 症

群の 11.8%（Fig.5-A）に留置されていた。退院時の

例を P1998 のデータと比較検討した。 P1998 で低体

予後（ GOS）に関して，低体温療法群，積極的平温

温療法を施行されたのは 18.2% であったが， P2004

療法群，体温管理なし群の予後良好（ GR + MD）と

では低体温療法を施行されたのは 10.0% と減少して

なった割合はそれぞれ 21.5%，33.9%，34.6% であり，

いたが，一方で 27.8% に積極的平温療法が行われて

死亡率はそれぞれ 38.3%， 24.7%， 43.1% であった

いた。予後に関しては， P1998 での低体温療法群に

（Fig.6）。

おける退院時 GOS で予後良好（GR + MD）と判定さ
れたのは 21.8%，死亡率 42.6% であった。一方 P2004

（2）P1998 との比較
今回の頭部外傷データバンク P2004 から硬膜外血

における低体温療法群における退院時 GOS で予後良
好と判定されたのは 22.2%，死亡率 38.9% であった

頭部外傷データバンク【プロジェクト 2004】
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Fig.7 Comparison of GOS on discharge obtained in P1998 (non-hypothermia and hypothermia) and P2004 (noncontrolled, hypothermia, and intensive normothermia).

（Fig.7）。また積極的平温療法群における退院時 GOS

年齢に関しては，低体温療法群の平均年齢（40.5 ±

で予後良好と判定されたのは 32.4%，死亡率 27.0%

22.2 歳）は体温管理なし群の平均年齢（52.8 ± 24.6 歳）
より 10 歳以上も若く，また年齢別では 70 歳以上の

（Fig.7）であった。

症例（287 例）のうち低体温療法が施行されたのはわ

Ⅳ ────────────────考

察─

（1）P2004 における体温管理の状況

ずか 2.8% であり，積極的平温療法 20.2%，体温管理
なし 75.3%，不明 1.7% であった。一方 45 歳以下の
症例（ 434 例）のうち低体温療法が施行されたのは

2001 年に米国における多施設 RCT の結果が報告

12.9% であり，積極的平温療法 29.5%，体温管理な

され，重症頭部外傷に対する低体温療法は全体とし

し 57.1%，不明 0.5% であった。年齢による体温管理

て有効性が認められず，さらに 45 歳以上の症例にお

の使い分けが明らかであり，低体温療法や積極的平

いて，低体温療法は予後不良の割合をかえって増加

温療法は若年者に多く用いられ，一方高齢者には積

させることも報告された 3）。今回の P2004 において，

極的な体温管理がなされないものが多い傾向にあっ

全体として低体温療法を施行されていた症例が 9.7%

た。これは 50 歳以下の群に低体温療法が有効であっ

である一方，積極的平温療法が 26.8% の症例に施行

たとの従来までの報告 6,11,12）から適応症例の選択が

され，重症頭部外傷患者に対する体温管理法として

なされたためと考えられる。

積極的平温療法が急速に広まりつつあることが明ら

入院時の神経学的重症度評価では，入院時の平均

かとなった。体温の上昇は重症頭部外傷患者におい

GCS は低体温療法群 6.4 ± 2.9，積極的平温療法群

てしばしば遭遇する問題であり 2），高体温が神経損

7.0 ± 3.3，体温管理なし群 7.1 ± 3.8 であり，より重

傷を増悪させることはよく知られた事実である 5）。

症例に低体温療法が施行されていた。また低体温療

また重症頭部外傷患者の体温をコントロールするこ

法群では瞳孔異常を認めたものが 58.8% であり，積

とは米国の頭部外傷治療のガイドラインでも標準的

極的平温療法群の 38.6%，体温管理なし群の 42.5%

1）。体温を積極的に平温に維

より明らかに高く，瞳孔異常を示す重症例に低体温

持する方法は，管理が比較的容易であり，重症感染

療法が多く施行される一方で，両側瞳孔散大を示す

症などの重篤な副作用が少ないなどの利点があり

最重症例には積極的な体温管理を見合わせた症例も

な治療法とされている

今後も適応が拡大していくものと考えられる。
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4），

かなりあったことが推測された。正岡らは彼らの経

験した 57 例の重症頭部外傷患者に低体温療法を施行

く重症例が多いと思われる低体温療法群で予後良好

した結果を検討し，両側瞳孔異常を認めた症例にも

の割合が低く，体温管理なし群では予後良好の割合

予後良好例があり，瞳孔所見のみでは低体温療法の

が高い一方で死亡率も高かった。これは体温管理な

適応は決められないと報告している 6）。

し 群 に 急 性 硬 膜 外 血 腫 を 主 と す る evacuate mass

Traumatic Coma Data Bank に よ る CT 分 類 で は ，

lesion で脳実質損傷が比較的軽微な症例と両側瞳孔

症例の約 1 ／ 3 が diffuse injury（ DI），約 2 ／ 3 が mass

散大を示す最重症例で積極的な治療が行われなかっ

lesion（ML）であり，3 群間に明らかな差は認められ

た症例が多く含まれているためと考えられる。事実，

なかった。しかし CT 分類をさらに細かく分析して

急性硬膜外血腫単独症例（ 111 例）のうち低体温療法

みると，低体温療法は DI のⅢ，Ⅳ型に施行された割

が施行されたのは 4.5%，積極的平温療法が施行され

合（47.4%）が，積極的平温療法群（21.9%）や体温管

たのが 27.0% であり，大多数の症例（68.5%）で積極

理なし群（24.7%）より高く，脳腫脹を伴った重症例

的な体温管理はなされていなかった。

に低体温療法が行われたことが示された。さらに体
温管理療法は ML のうち evacuated mass lesion に施

（2）P1998 との比較

行される割合が高く（低体温療法: 82.7%，積極的平

P1998 との比較では， P2004 では低体温療法が施

温療法 80.9%），外科的治療が行われた症例に引き続

行された割合が減少する一方で，約 3 割の症例に管

き体温管理療法が積極的に行われたことが推測され

理が比較的容易な積極的平温療法が行われていた。

た。近年，開頭手術後に施行された低体温療法の有

また P2004 の低体温療法の予後は P1998 と比較して

効性も報告されている 8）。

明らかに改善は認められないが，積極的平温療法群

頭 蓋 内 圧（ ICP ）セ ン サ ー は ， 低 体 温 療 法 群 の

では約 1 ／ 3 の症例が予後良好と判断され著明な予後

89. 7 % ，積極的平温療法群の 47.1%，体温管理なし

の改善が認められた。合併症の少ない積極的平穏療

群の 11.8% に留置されていた。「重症頭部外傷治療・

法の導入が重症頭部外傷患者の予後を改善させ，さ

管理のガイドライン」に従えば今回の頭部外傷デー

らに死亡率を低下させたものと思われる。

タバンクに登録された症例は多くが ICP 測定の適応
であると考えられる。また同ガイドラインでは「バ
ルビツレート療法や低体温療法を行う場合には，ICP

（3）低体温療法の課題
低体温療法の脳保護作用を最大限に引き出して，

を測定することが望ましい」という最も強い表現で

同時に重篤な合併症を減らすには種々の課題を解決

低 体 温 療 法 中 の ICP 測 定 が 推 奨 さ れ て い る が ，

していく必要がある。年齢に関しては，45 歳以下に

P2004 において低体温療法群の約 1 割の症例で ICP

は積極的に体温管理がなされていたが，70 歳以上の

センサーが留置されていないことが明らかとなった。

高齢者には積極的な体温管理を見合わせた症例が多

ICP コントロールは低体温療法の主な作用機序の一

くあったと思われ高齢者における集学的治療の困難

つであり 9），ICP oriented 治療の有用性も多くの論文

さが明らかとなった。どの年齢層に低体温療法の有

で報告されている 7,9）。にもかかわらず P2004 におい

効性が強く認められるかは，今後データの詳細な解

て低体温療法群の約 1 割の症例で ICP センサーが留

析を行わなければならないが，合併症などを考慮す

置されていなかった。今後「重症頭部外傷治療・管

ると一般的に 50 歳以下が低体温療法に最も適した年

理のガイドライン」の検証の意味も含めて ICP 測定

齢層であると考えられる。重症度に関しては，低体

がなされなかった理由の調査が必要であると思われ

温療法はより重症例に行われることが多いが， GCS

る。

3, 4 点の最重症例に対する適応は議論のあるところ

退院時の予後（ GOS）は，入院時の平均 GCS が低

である 10）。今回の P2004 では GCS 3 点で低体温療

頭部外傷データバンク【プロジェクト 2004】
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法を施行された症例の退院時予後は，全例予後不良
（SD + VS）か死亡であり，来院時 GCS 3 点は低体
温療法の適応から除いてもよいかもしれない。一方，
来院時 GCS 4, 5 点では予後良好（GR + MD）がそれ

3）Clifton GL, Miller ER, Choi SC, et al: Lack of effect of
induction of hypothermia after acute brain injury. N
Engl J Med 344: 556-563, 2001.
4）Cormio M, Citerio G, Spear S, et al: Control of fever
by continuous, low-dose diclofenac sodium infusion in
acute cerebral damage patients. Intensive Care Med
26: 552-557, 2000.

ぞれ 20.8%， 20.0% に認められ，全症例の予後良好
率 21.5% と遜色ない結果であった。

5）Dietrich WD, Alonso O, Halley M, et al: Delayed post-

Ⅴ ─────────────────まとめ ─

traumatic brain hyperthermia worsens outcome after
fluid percussion brain injury: a light and electron
microscope study in rats. Neurosurgery 38: 533-541,
1996.

P2004 では低体温療法は症例の約 10% に行われて

6）正岡博幸, 高里良男, 早川隆宣, ほか：重症頭部外傷患

いた。一方，今回のデータバンクで新たな体温管理方

者に対する脳低温療法の適応決定の因子について. 神
経外傷 30: 96-101, 2007.

法として検討された積極的平温療法は症例の約 27%
に行われていた。低体温療法は，比較的若年者で，
瞳孔異常を示すなど特に重症例に行われることが多
かったが，積極的平温療法はやや高齢で神経学的重

Effect of therapeutic hypothermia on intracranial
pressure and outcome in patients with severe head
injury. Intensive Care Med 28: 1563-1573, 2002.
8）Qui W, Zhang Y, Sheng H, et al: Effects of therapeutic mild hypothermia on patients with severe traumatic brain injury after craniotomy. J Crit Care 22:
229-236, 2007.

症度もやや軽い症例にも多く行われていた。 P1998
と比較して P2004 では低体温療法が施行される頻度
が低下し，これは米国の RCT 結果が報告され適応の

9）Shiozaki T, Sugimoto H, Taneda M, et al: Effect of
mild hypothermia on uncontrollable intracranial
hypertension after severe head injury. J Neurosurg

厳格化が進んだためと思われるが，予後の改善と死
亡率の低下は認められていない。低体温療法の限界

79: 363-368, 1993.

が示されたものと思われる。最後に積極的平温療法

10）Shiozaki T, Sugimoto H, Taneda M, et al: Selection of

が今回の P2004 において最も死亡率が低く，予後良

severely head injured patients for mild hypothermia
therapy. J Neurosurg 89: 206-211, 1998.

好率が高い結果であった。もちろん適応選択にあた
りかなりのバイアスがあったことは否めないが，今
後データバンクをさらに詳細に検討し，低体温療法，
積極的平温療法の適応を明らかにしていきたい。
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重症頭部外傷における生理学的
パラメーターの評価（頭部外傷
データバンクプロジェクト 2004
より）：プロジェクト 1998 との
比較

Evaluation of physiological parameters on
admission in patients with severe traumatic
brain injury: comparison of the data
from Project 2004 with Project 1998
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We investigated the relationship between abnormalities of
physiological parameters and clinical outcome in patients with
severe head injury. The results were then compared with those
of the previous project (Project 1998) reported by Tokutomi and
Shigemori. The data for 1101 patients enrolled in the Japan
Neurotrauma Data Bank were studied. Of these patients, those
with a Glasgow Coma Scale (GCS) score of 9 or more, cardiopulmonary arrest, under 9 years of age, and for whom physiological data were incomplete were excluded. This left a total of 556
patients. Hypoxia and hypoxia at admission were seen in 5%
and 10% of the patients, respectively, thus accounting for a
lower proportion of patients relative to those reported in Project
1998. Hyperglycemia was associated with a poorer outcome,
similar to the results obtained in Project 1998. Hypothermia and
hyperthermia on admission were not associated with outcome.
The influence of multiple trauma (abbreviated injury score ≥ 3)
on the examined parameters was almost the same as that
observed in Project 1998. Intracranial pressure (ICP) was monitored in only 31% of the patients, the proportion being lower
than that (35%) in Project 1998. To improve patient outcome, the
lessons learned from both projects should be applied practically.
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ター異常の実態と重症度や転帰などとの関係につい

Ⅰ ────────────────はじめに ─
頭部外傷において受傷後早期の低酸素や低血圧が
転帰に影響を及ぼすことから

1）， 徳富と重森 7） は，

て詳細に検討している。頭部外傷データバンク検討
委員会では 2004 年度より参加施設数を増やし，新た
なプロジェクト（プロジェクト 2004）が開始され，
この度データの集計が完了した。本研究は， その最

1998 年から 2000 年度までの頭部外傷データバンク

終報告書の一つとして呼吸・循環その他の生理学的

（プロジェクト 1998）のデータに基づき，呼吸循環障

パラメーターについて検討しプロジェクト 1998 との

害のパラメーターの他， 各種の生理学的パラメー

比較を試みたものである。また， 頭部外傷のモニタ

頭部外傷データバンク【プロジェクト 2004】
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リングとして最も重要なものの一つである頭蓋内圧
モニターについても検討した。

Table 1 CT classification
diffuse injury

Ⅱ────────────────対象と方法 ─
2004 年 1 月から 2006 年 12 月までに頭部外傷デー

168

diffuse injury I

23

diffuse injury II

99

diffuse injury III

38

diffuse injury IV

8

nonevacuated mass

139

タバンクに登録された 1101 症例のうち， Glasgow

epidural hematoma

6

Coma Scale（ GCS）score 8 以下で， 到着時心肺停止

subdural hematoma

60

intracerebral hematoma/contusion

73

（CPAOA）症例および 5 歳未満の症例を除き， かつ

evacuated mass

249

生理学的データの記載が完全である 556 症例を対象

epidural hematoma

29

とした。低酸素，低血圧，高血圧，低換気，過換気，

subdural hematoma

182

intracerebral hematoma/contusion

高血糖の定義は徳富と重森によるプロジェクト 1998
での報告 7）に準拠した。すなわち，PaO2 < 60 mmHg
を低酸素， 収縮期血圧 < 90 mmHg を低血圧， 収縮

38

Table 2 Influence of hypoxia on physiological parameters and outcome

期血圧 > 160 mmHg を高血圧，PaCO2 > 45 mmHg を

Parameters

Hypoxia
yes

no

26 (5)

530 (95)

p value

低換気，PaCO2 < 35 mmHg を過換気，血糖値 > 200

No. of cases (%)

mg/dl を高血糖とした。また，abbreviated injury scale

Age (yr)

50 ± 23

52 ± 23

NS

Road accident no. (%)

21 (81)

291 (55)

NS

Multiple injury no. (%)

10 (38)

176 (33)

NS

（AIS）が 3 以上の他部位損傷を持つ症例を多発外傷
例 と し た 。 CT 所 見 は Traumatic Coma Data Bank
（TCDB）分類に基づき，diffuse injury（DI）
，evacuated

mass lesion（EM），non-evacuated mass lesion（nEM）

ISS

28 ± 11

27 ± 11

NS

GCS score

4.9 ± 1.9

5.4 ± 1.7

NS

Systolic pressure (mmHg) 150 ± 52

141 ± 41

NS

PaO2 (mmHg)

256 ± 156 < 0.0001

に分類した。初診時低酸素・低血圧の有無による比

PaCO2 (mmHg)

較，初診時血圧に基づく比較，初診時 PaCO2 値によ

pH

る比較， 初診時体温による比較， 初診時血糖値によ
る比較， 多発外傷の有無による比較，および ICP モ
ニタリングの有無による比較を行った。プロジェク
ト 1998 とプロジェクト 2004 では調査項目が異なり

GOS

詳細は他の報告に詳述されると思われるが， 両者の
比較を容易にするため， 検討項目や図の体裁はでき
るだけ徳富と重森の報告

7） に合わせるようにした。

統計学的解析には χ2 検定と， 2 群間の比較には t 検
定， 3 群間の比較には ANOVA と Post hoc テストと

55 ± 26
7.27 ± 0.17

Serum glucose (mg/dl)
CT class

48 ± 11

40 ± 10

212 ± 65

187 ± 62

NS
NS

DI no. (%)

10 (38)

158 (30)

EM no. (%)

7 (27)

242 (46)

nEM no. (%)

9 (35)

130 (25)

GR no. (%)

2 (8)

83 (16)

MD no. (%)

3 (12)

81 (15)

SD no. (%)

2 (8)

95 (18)

VS no. (%)

2 (8)

57 (11)

17 (65)

214 (40)

Dead no. (%)

< 0.0001

7.36 ± 0.10 < 0.0001

NS

NS: not significant, DI: diffuse injury, EM: evacuated mass,
nEM: nonevacuated mass

して Scheffé's F-test を用いた。 p<0.05 を統計学的有

で，年齢は 5 〜 97 歳（平均 51.9 歳）であった。GCS

意差ありとした。

score は 3 から 8， 平均 5.4 であった。受傷機転は，
交通事故 311 例（ 56%）， 転倒・転落 199 例（ 36%），

Ⅲ ────────────────結

果─

対象とした 556 症例は， 男性 406 例， 女性 150 例
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その他 45 例（ 8%）， 不明 1 例であった。多発外傷は

186 例（33%）に認めた。CT 所見の内訳は Table 1 に
示す。

Table 3 Influence of blood pressure on physiological parameters and outcome
Parameters

(A)
hypotension

(B)
normotension

(C)
hypertension

No. of cases
Age (yr)
Road accident no. (%)
Multiple injury no. (%)

57
51 ± 19
40 (70)
40 (70)

343
46 ± 23
212 (62)
119 (35)

156
65 ± 18
59 (38)
27 (17)

34 ± 16
4.7 ± 1.7
71 ± 13
224 ± 142
41 ± 16
7.30 ± 0.14

27 ± 11
5.5 ± 1.8
130 ± 19
261 ± 164
40 ± 11
7.36 ± 0.11

24 ± 8
5.2 ± 1.7
193 ± 23
226 ± 151
40 ± 12
7.37 ± 0.10

213 ± 82

182 ± 60

195 ± 57

DI no. (%)
EM no. (%)

21 (37)
17 (30)

124 (36)
142 (41)

23 (15)
90 (58)

nEM no. (%)

19 (33)

77 (22)

43 (28)

GR no. (%)
MD no. (%)

6 (11)
7 (12)

SD no. (%)

9 (16)
7 (12)
28 (49)

63 (18)
60 (17)
62 (18)

16 (10)
17 (11)
26 (17)

32 (9)

20 (13)
77 (49)

ISS
GCS score
Systolic pressure (mmHg)
PaO2 (mmHg)
PaCO2 (mmHg)
pH
Serum glucose (mg/dl)
CT class

GOS

VS no. (%)
Dead no. (%)

126 (37)

p value

0.0002 A vs. C, <0.0001 B vs. C
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001 A vs. B, < 0.0001 A vs. C
0.0061 A vs. B
< 0.0001 A vs. C, < 0.0001 A vs. B, < 0.0001 B vs. C
NS
NS
0.0024 A vs. B, 0.0002 A vs. C
0.0023 A vs. B
< 0.0001

NS

NS: not significant, DI: diffuse injury, EM: evacuated mass, nEM: nonevacuated mass

（1）低酸素

26 例（4.6%）に低酸素血症を認めた（Table 2）。低

高かった。高血圧群で evacuated mass が多く diffuse

injury が少なかった。 GOS の favorable outcome は，

酸素群と非低酸素群の比較では，PaCO2，pH で有意

正常血圧群で 35% に対し，低血圧群で 23%，高血圧

差を認めたが，それ以外のパラメーターには差は認め

群で 21% であったが，統計学的有意差はなかった。

られなかった。CT 分類では低酸素群で diffuse injury
と nonevacuated mass が ， 非 低 酸 素 群 で evacuated

（3）換気

mass が多い傾向がみられたが統計学的有意差は認め

初診時 PaCO2 値により，過換気，正常換気，低換

られなかった。 GOS では， GR と MD を合わせた

気の 3 群に分けて分析した結果を Table 4 に示す。年

favorable outcome が低酸素群で 20%，非低酸素群で

齢は低換気群で有意に低かった。多発外傷の比率に

31% と低酸素群で転帰不良の傾向がみられたものの

有意差はなかったが， ISS は低換気群で有意に高値

統計学的に有意差はなかった。

であった。低換気群は diffuse injury が多く，過換気
群では evacuated mass の割合が多かった。favorable

（2）血圧
初診時血圧を低血圧， 正常血圧， 高血圧の 3 群に
分けてパラメーターを分析した結果を Table 3 に示

outcome は，正常換気群で 35% に対し，過換気群で
27%，低換気群で 32% であったが，統計学的有意差
はなかった。

す。年齢は高血圧群で有意に高かった。低血圧群で
は交通事故と多発外傷の比率および ISS が有意に高

（4）体温

かった。 GCS score は低血圧群が低値を示した。ま

初診時体温を 36 ℃未満の低体温群， 36 〜 37 ℃の

た低血圧群で pH が有意に低値で， 血糖値は有意に

正常体温群，37 ℃を超える高体温群の 3 群に分けて
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Table 4 Influence of PaCO2 on physiological parameters and outcome
(A) < 35 mmHg

PaCO2
(B) 35 – 45 mmHg

(C) > 45 mmHg

No. of cases
Age (yr)

175
55 ± 21

258
52 ± 23

123
46 ± 24

0.0051 A vs. C

Road accident no. (%)
Multiple injury no. (%)
ISS
GCS score

92 (53)
110 (63)
27 ± 10
5.3 ± 1.8

141 (55)
183 (71)
26 ± 11
5.4 ± 1.8

78 (63)
77 (63)
29 ± 12
5.2 ± 1.7

NS
NS
0.0240 B vs C
NS

140 ± 44
275 ± 170
30 ± 4
7.42 ± 0.09

142 ± 38
235 ± 149
40 ± 3
7.37 ± 0.06

143 ± 45
234 ± 161
56 ± 15
7.25 ± 0.13

193 ± 64

179 ± 54

201 ± 73

DI no. (%)
EM no. (%)

45 (26)
97 (55)

78 (30)
110 (43)

45 (37)
42 (34)

nEM no. (%)

33 (19)

70 (27)

36 (29)

GR no. (%)

19 (11)

48 (19)

18 (15)

MD no. (%)
SD no. (%)
VS no. (%)
Dead no. (%)

28 (16)
31 (18)
22 (13)
75 (43)

42 (16)
41 (16)
23 (9)

14 (11)
25 (20)
14 (11)

104 (40)

52 (42)

Parameters

Systolic pressure (mmHg)
PaO2 (mmHg)
PaCO2 (mmHg)
pH
Serum glucose (mg/dl)
CT class

GOS

p value

NS
0.0363 A vs B
< 0.0001 A vs B, A vs B, B vs C
< 0.0001 A vs B, A vs B, B vs C
0.0078 B vs C
0.0055

NS

NS: not significant, DI: diffuse injury, EM: evacuated mass, nEM: nonevacuated mass

Table 5 Influence of body temperature on physiological parameters and outcome
(A) < 36˚C

Temperature
(B) 36 – 37˚C

(C) > 37˚C

No. of cases
Age (yr)
Multiple injury no. (%)
ISS

233
55 ± 22
74 (32)
28 ± 12

226
51 ± 23
79 (35)
26 ± 10

97
47 ± 25
33 (34)
27 ± 11

0.0216 A vs. C
NS
NS

GCS score

5.2 ± 1.8

5.4 ± 1.8

5.4 ± 1.6

NS

GR no. (%)

33 (14)

35 (15)

17 (18)

NS

MD no. (%)
SD no. (%)

24 (10)
40 (17)

47 (21)
36 (16)

13 (13)
21 (22)

VS no. (%)
Dead no. (%)

29 (12)
107 (46)

20 (9)
88 (39)

10 (10)
36 (37)

Parameters

GOS

p value

NS: not significant

分析した結果を Table 5 に示す。高体温群で低年齢

（5）血糖値

であったものの，その他のパラメーター， 予後に有

初診時高血糖は 198 例に認めた（Table 6）
。200 mg/

意差はみられなかった。ただし，34 ℃以下の低体温

dl を 超 え る 高 血 糖 群 で ISS は 有 意 に 高 値 ， GSC

症 例（ 20 例 ）で は favorable outcome 20% で あ り ，

score は有意に低値，pH は有意に低値であった。CT

39 ℃ 以 上 の 高 体 温 症 例（ 6 例 ）に 限 る と favorable

所見に差はなかった。favorable outcome は高血糖群

outcome 0% と転帰は不良になっている。

で少なかった。
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Table 6 Influence of serum glucose level on physiological parameters and outcome
Parameters

Table 7 Influence of multiple injury on physiological
parameters and outcome

Serum glucose level
p value
≤ 200 mg/dl > 200 mg/dl

Parameters

p value

356

198

186

370

Age (yr)

52 ± 23

53 ± 22

NS

Age (yr)

46 ± 23

55 ± 22

< 0.0001

Road accident no. (%)

200 (56)

109 (55)

NS

Road accident no. (%)

142 (76)

169 (46)

< 0.0001

63 (32)

NS

ISS

37 ± 11

22 ± 7

< 0.0001

No. of cases

Multiple injury no. (%)

123 (35)

No. of cases

Multiple injury
yes
no

ISS

26 ± 10

30 ± 12

< 0.0001

GCS score

5.5 ± 1.7

5.0 ± 1.8

0.0013

Systolic pressure (mmHg) 142 ± 39

141 ± 47

NS

PaO2 (mmHg)

230 ± 158

0.0451

PaCO2 (mmHg)
pH

258 ± 159
40 ± 10
7.37 ± 0.09

41 ± 15

NS

7.33 ± 0.13 < 0.0001

Serum glucose (mg/dl)

152 ± 28

254 ± 53

< 0.0001

CT class

DI no. (%)

105 (29)

62 (31)

NS

GCS score

5.5 ± 1.8

5.3 ± 1.7

NS

Body temperature (˚C)

36.2 ± 1.0

36.0 ± 1.3

0.015

Systolic pressure (mmHg) 123 ± 41

151 ± 39

< 0.0001

PaO2 (mmHg)

228 ± 147

257 ± 164

0.0419

42 ± 14

40 ± 11

0.0335

PaCO2 (mmHg)
pH

7.33 ± 0.11

CT class

7.37 ± 0.11 < 0.0001

199 ± 68

183 ± 59

0.0036

DI no. (%)

83 (45)

85 (23)

< 0.0001

Serum glucose (mg/dl)

EM no. (%)

166 (47)

83 (42)

EM no. (%)

60 (32)

189 (51)

nEM no. (%)

85 (24)

53 (27)

nEM no. (%)

43(23)

96 (26)

GR no. (%)

65 (18)

20 (10)

GR no. (%)

25 (13)

60 (16)

MD no. (%)

66 (19)

18 (9)

MD no. (%)

33 (18)

51 (14)

SD no. (%)

63 (18)

33 (17)

SD no. (%)

32 (17)

65 (18)

VS no. (%)

39 (11)

20 (10)

VS no. (%)

18 (10)

41 (11)

107 (54)

Dead no. (%)

78 (42)

153 (41)

GOS

Dead no. (%)

123 (35)

< 0.0001

GOS

NS

NS: not significant, DI: diffuse injury, EM: evacuated mass,
nEM: nonevacuated mass

NS: not significant, DI: diffuse injury, EM: evacuated mass,
nEM: nonevacuated mass

Table 8 Influence of multiple injury on physiological
parameters in patients < 50 years old

Table 9 Effect of parameters on neurological outcome

Parameters

Multiple injury
no
yes

Parameters

p value
No. of cases

108

134

Age (yr)

29 ± 12

29 ± 12

NS

ISS

37 ± 10

22 ± 7

< 0.0001

GCS score

5.7 ± 1.8

5.6 ± 1.7

NS

No. of cases

GOS

GR no. (%)

24 (22)

46 (34)

MD no. (%)

26 (24)

26 (19)

SD no. (%)

16 (15)

17 (13)

VS no. (%)

8 (7)

9 (7)

34 (31)

36 (27)

Dead no. (%)

NS

NS: not significant

（6）多発外傷
多発外傷の有無による検討結果を Table 7 に示す。

Favorable Unfavorable
p value
outcome
outcome
169

387

Age (yr)

37 ± 20

58 ± 21

ISS

25 ± 11

28 ± 11

0.006

GCS score

6.3 ± 1.5

4.9 ± 1.7

< 0.0001

Body temperature (˚C)

< 0.0001

36.2 ± 1.1

36.0 ± 1.2

NS

Systolic pressure (mmHg) 135 ± 34

144 ± 44

0.02

PaO2 (mmHg)

249 ± 156

247 ± 160

NS

40 ± 10

41 ± 13

NS

7.36 ± 0.10

7.36 ± 0.12

NS

166 ± 51

198 ± 64

< 0.0001

PaCO2 (mmHg)
pH
Serum glucose (mg/dl)
NS: not significant

発外傷群の両群共にほぼ正常範囲内に留まっていた。

CT 分類では，多発外傷群では diffuse injury が多く，

多発外傷群はより若年者で，交通事故の割合が高く，

非多発外傷群では evacuated mass が多かった。転帰

ISS も高値であった。 GCS score に差はなかった。

は両群間に有意差は認められなかった。Table 8 は

表に示すように， 体温， 血圧， PaO2， PaCO2， pH，

50 歳未満の症例で検討したものであるが，多発外傷

血糖値で有意差が認められたが， 多発外傷群と非多

群で ISS が有意に高値であったものの， やはり転帰
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Table 10 Influence of ICP monitoring on outcome
ICP monitoring
yes
no

Parameters
No. of cases

Ⅳ ────────────────考

察─

p value

（1）初診時低酸素血症について

171

385

Age (yr)

45 ± 22

55 ± 23

< 0.0001

Road accident no. (%)

97 (57)

214 (56)

NS

り， 搬入前から初診時までの低血圧， 低酸素血症の
有無は調査されていない。したがって，徳富と重森 7）

プロジェクト 2004 ではプロジェクト 1998 と異な

ISS

28 ± 11

27 ± 11

NS

GCS score

5.2 ± 1.7

5.4 ± 1.8

NS

DI no. (%)

46 (27)

122 (32)

< 0.0001

EM no. (%)

107 (63)

142 (37)

る。初診時低酸素血症を認めたのは 26 例（4.6%）で

nEM no. (%)

18(11)

121 (31)

あったが，徳富と重森の報告（12%）と比べるとかな

GR no. (%)

16 (9)

69 (18)

MD no. (%)

28 (16)

56 (15)

SD no. (%)

30 (18)

67 (17)

VS no. (%)

30 (18)

29 (8)

院前救護ガイドライン 4）に沿った救急隊員の教育が

Dead no. (%)

67 (39)

164 (43)

行われており， この成果であることが可能性として

none no. (%)

41 (24)

281 (73)

normothermia no. (%)

76 (44)

97 (25)

hypothermia no. (%)

54 (32)

7 (2)

CT class

GOS

0.0016

り 減 少 し て い る 。 近 年 ， Japan Prehospital Trauma

Evaluation and Care（JPTECTM）協議会発行の外傷病

< 0.0001

Temperature management

のいわゆる early hypoxia とは厳密な意味では異な

NS: not significant, DI: diffuse injury, EM: evacuated mass,
nEM: nonevacuated mass

挙げられるであろう。プロジェクト 1998 では低酸素
群で ISS 高値であったが， 今回は ISS に差はなかっ
た。プロジェクト 1998 でも低酸素血症と予後に相関
はなかったが，今回の調査でも同じである。
（2）初診時血圧について
プロジェクト 1998 では，初診時低血圧を呈した症

に差は認められなかった。

例は 17%，高血圧を呈したのは 27% であり，低血圧，
正常血圧， 高血圧の各群間で各パラメーターに有意

（7）転帰と各パラメーターとの関係

な差を認めていない。今回の調査では高血圧群は

GOS の favorable outcome 群 と unfavorable out-

28% で前回と変わらないが，低血圧群は 10% と減少

come 群（ SD， VS， dead）間で各パラメーターを検

した。これは低酸素血症の場合と同様， 救急隊の教

討したものが Table 9 である。 unfavorable outcome

育による適切な処置が要因として考えられる。すな

群では，年齢，ISS，血圧，血糖値が有意に高値で，

わち，救急隊は輸液や輸血はできないが，体位管理，

GCS score は有意に低かった。

圧迫止血手技， 搬送時間の短縮， 低酸素血症に対す
る処置など， 昇圧のための応急処置がなされたため

（8）ICP モニター

556 例中，ICP がモニターされたのは 171 例（31%）

であろう。各パラメーターでは今回の調査ではプロ
ジェクト 1998 と異なり，各群間に差が認められてい

，evacuであった。diffuse injury 168 例中 46 例（27%）

る。低血圧群では多発外傷の比率および ISS が有意

ated mass 249 例中 107 例（43%），nonevacuated mass

に高く， GCS score でも示されるように重症度が高

139 例中 18 例（ 13%）に ICP モニターが導入されて

かったといえる。予後に関しては， プロジェクト

いた（Table 10）。体温管理がなされた積極的平温導

1998 では血圧の異常は影響していないが，今回の調

入と低体温導入の 234 例では， 130 例（ 56%）に ICP

査では統計学的有意差はないものの， 正常血圧群に

がモニターされていた。 ICP モニター群で転帰不良

対して，低血圧群と高血圧群では favorable outcome

が有意に多かった。

が若干少ない傾向を示している。早期低血圧が転帰
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に悪影響を及ぼすことはよく知られており 1）， 多発

傷治療・管理のガイドライン第 2 版 5）では，ICU 管

外傷の有無や重症度に依存するとはいえ， 初療時の

理として血糖値を 100 〜 200 mg/dl にコントロール

血圧管理， 特に低血圧に対する処置の重要性は今後

することが推奨されているが， 初期治療では高血糖

も認識しておくべきであろう。

の是正は触れられていない。今後， 検討すべき課題
である。

（3）換気について
初診時 PaCO2 値による過換気，正常換気，低換気

（6）多発外傷

の 3 群間の検討では，プロジェクト 1998 では低換気

多発外傷に関してもプロジェクト 1998 とほぼ同様

群で多発外傷の割合が有意に高く， GCS score が有

の結果である。すなわち， 若年者で交通事故の割合

意に低値で重症度が高かったといえる。今回の調査

が高く，ISS も高値であった。GCS score に差はなく，

では， 多発外傷の有無に差はないものの， ISS は低

PaCO2，pH，血糖値で有意差が認められた。ただし，

換気群で有意に高値であり， 前回同様， 重症度が高

体温， 血圧， PaO2 はプロジェクト 1998 では有意差

くなると低換気になりやすいものといえる。予後に

を認めていない。 CT 分類でもプロジェクト 1998 と

関しては，プロジェクト 1998 では過換気群で転帰不

同様に多発外傷群では diffuse injury が多く evacuated

良となっているが， 今回は各群間に統計学的有意差

mass が少なかった。転帰は両群間に有意差は認めら

は認めていない。ただし， 傾向としては正常換気群

れなかった。 50 歳未満の症例では， プロジェクト

に 比 べ ， 過 換 気 お よ び 低 換 気 群 共 に favorable

1998 と異なり転帰に差は認められていない。

outcome が少ない。
（7）転帰と各パラメーターとの関係
（4）体温について
初診時体温を 36 ℃未満の低体温群， 36 〜 37 ℃の
正常体温群，37 ℃を超える高体温群の 3 群に分けて

unfavorable outcome 群は高年齢，高 ISS，高血糖，
低 GCS score 値であり，プロジェクト 1998 とほぼ同
様であった。

分析した結果を Table 5 に示す。高体温群で低年齢
であったものの，その他のパラメーター， 予後に有

（8）ICP モニター

意差はみられなかった。ただし，特に 39 ℃以上の過

プロジェクト 1998 では，山木ら 8）が，GCS score

度の高体温症例では favorable outcome 0% と転帰は

8 以下の 602 例中， 211 例（ 35%）に ICP センサーが

不良になっている。39 ℃以上の高体温は虚血や外傷

挿入されていることを報告している。今回は GCS

による脳障害を助長することはよく知られている

score 8 以下の 556 例中， ICP がモニターされたのは

が 2,3,6），このことを改めて示唆する結果である。

171 例（ 31%）であり， ICP センサー使用例が減少し
ている。また，diffuse injury では，27% とさらに頻

（5）血糖値

度が少ない反面， 積極的平温と低体温導入例では

初診時高血糖に関してはプロジェクト 1998 とほぼ

56% と ICP モニターの頻度は比較的高い。日本神経

同様の結果となった。即ち，高血糖群での ISS 高値，

外傷学会による重症頭部外傷治療・管理のガイドラ

GSC score 低値および転帰不良である。これらの結

イン第 2 版 5）でも特に重症例で ICP 測定が望まれて

果は，より重症のものほど高血糖になることを示す。

いるが， 外傷治療では我が国を代表する施設で行わ

徳富と重森 7）が考察しているように，ストレス反応

れた本調査で ICP モニター頻度が 31% ということ

としての高血糖， 高血糖による神経細胞損傷の助長

は， 頭部外傷治療を行っている施設全体をみれば，

が考えられる。日本神経外傷学会による重症頭部外

さらに頻度が少ないであろうことが予想される。ICP
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モニター群で転帰不良例が多いことは ICP モニター
の限界を示すものではなく， 各施設がより重症の症
例に適応を絞ったということであろう。

Ⅴ ────────────────おわりに─
本研究では， 各種の生理学的パラメーターについ
て，プロジェクト 1998 との比較という観点から検討
を加えた。全体的にみてプロジェクト 1998 と同様の
結果を示しているが，前述のように，初診時低酸素，
低血圧の頻度の減少がみられたことは JPTECTM によ
る救急隊教育の成果と思われ， 今後さらなる外傷患
者の予後の改善が期待される。 ICP モニター適用の
頻度が 31% にすぎなかったことは残念な結果であ
る。外傷患者のモニターとしては， この他に頸静脈
酸素飽和度（ SjvO2）， Swan-Ganz カテーテルによる
全身循環のモニターなどがあるが， 患者の病態変化
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We analyzed the outcome of the patients who received severe
head injury from the Project 2004 in the Japan Neurotrauma
Data Bank. Among 1,101 cases registered, 805 cases with Glasgow
Coma Scale (GCS) score 8 or less on admission were classified 3
groups including survival-good (SG) group (88 cases in good
recovery and 114 cases in moderate disability), survival-poor
(SP) group (157 cases in severe disability and 86 cases in vegetative state), and dead (D) group (360 cases in dead) and compared with each group.
These results showed the characteristics including age (< 40
years old), GCS (≧ 6), serum glucose (< 165 mg/dl), and Injury
Severity Score (ISS) (< 24) were related with good outcome.
Although the factors of age (≧ 60 years old), GCS (< 4), serum
glucose (≧210 mg/dl), and ISS (≧31) were related with critical
condition.
We suggest that it is difficult to get good outcome in severe
head injured patients, even if the patients were treated in the
intensive care units.

（Neurotraumatology 31: 107–112, 2008）

Ⅰ ────────────────目

的─

わが国における重症頭部外傷の現状を把握するた

Ⅱ ────────────────方

法─

2004 年 7 月から 2006 年 6 月までの 2 年間に，参加

めに，頭部外傷データバンクでは 1998 年から 3 年間

19 施 設 に 登 録 さ れ た 1101 例 の 頭 部 外 傷 の う ち ，

に 1002 例の症例を蓄積し，その結果から急性期にお

GCS で 8 点以下の重症頭部外傷 805 例を検討の対象

ける診断，治療，予後などの実態が報告されてきた 2,3）。

とした。これらを退院時転帰から，生存転帰良好（SG）

しかしその後，保健医療制度や臨床研修制度の変更

群（ GR 88 例 + MD 114 例），生存転帰不良（ SP）群

などがあり 1），それらの影響も踏まえ，重症頭部外

（SD 157 例 + VS 86 例），死亡（ D）群（ D 360 例）の

傷の現状を再調査し，転帰から重症頭部外傷の現状

3 群に分類し，各群間を比較検討した。統計学的検

を検討した。

定は，t 検定またはχ2 検定を用い，p<0.05 を有意差
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Table 1 Admission data (1)
SG

SP

D

p (SG : SP)

p (SP : D)

p (SG : D)

Age

39.2 ± 46.7

59.3 ± 61.0

60.3 ± 59.8

< 0.0001

0.8386

< 0.0001

Male

151

173

252

0.4634

0.8225

0.2702

Female

51

70

108

Traffic accident

127

123

185

0.0125

0.918

0.0111

Non-traffic accident

75

120

175
Mean ± SD

SG: survival-good group, SP: survival-poor group, D: dead group

Table 2 Admission data (2)
SG

SP

D

p (SG : SP)

p (SP : D)

p (SG : D)

GCS

6.4 ± 1.5

5.5 ± 1.7

4.3 ± 1.5

< 0.0001

< 0.0001

< 0.0001

E

1.2 ± 0.5

1.1 ± 0.3

1.0 ± 0.2

0.0243

0.0839

< 0.0001

V

1.4 ± 0.5

1.3 ± 0.5

1.1 ± 0.3

0.1377

< 0.0001

< 0.0001

M

3.9 ± 1.3

3.2 ± 1.4

2.1 ± 1.4

< 0.0001

< 0.0001

< 0.0001

Pupil abnormality

53/182

112/241

277/358

0.0004

< 0.0001

< 0.0001

29.1%

46.5%

77.4%

1/201

3/241

45/357

0.0412

<0.0001

<0.0001

0.5%

1.2%

12.6%

CPA

Mean ± SD
GCS: Glasgow Coma Scale, E: eye opening, V: verbal response, M: motor response, CPA: cardiopulmonary arrest,
SG: survival-good group, SP: survival-poor group, D: dead group

（p<0.0001），SG 群と D 群（p<0.0001）との間で有意

ありとした。

差がみられた。GCS の各要素をみると，E スコアは，

Ⅲ ────────────────結

果─

年齢は，SG 群 39.2 ± 46.7 歳，SP 群 59.3 ± 61.0 歳，

SG 群 1.2 ± 0.5 点， SP 群 1.1 ± 0.3 点， D 群 1.0 ± 0.2
点で， SG 群と SP 群（ p=0.0243）， SG 群と D 群（ p<

0.0001）との間で有意差がみられた。V スコアは，SG

D 群 60.3 ± 59.8 歳で，SG 群と SP 群（p<0.0001），SG

群 1.4 ± 0.5 点，SP 群 1.3 ± 0.5 点，D 群 1.1 ± 0.3 点で，

群と D 群（ p<0.0001）との間で有意差がみられた。

SP 群と D 群（ p<0.0001）， SG 群と D 群（ p<0.0001）

性別は，SG 群で男性 151 例：女性 51 例，SP 群で男

と の 間 で 有 意 差 が み ら れ た 。 M ス コ ア は ， SG 群

性 173 例：女性 70 例， D 群で男性 252 例：女性 108

3.9 ± 1.3 点， SP 群 3.2 ± 1.4 点， D 群 2.1 ± 1.4 点で，

例で，各群間に明らかな差はなく， 3 群とも男性が

SG 群と SP 群（p<0.0001），SP 群と D 群（p<0.0001），

多くみられた。受傷機転は， SG 群で交通事故 127

SG 群と D 群（p<0.0001）との間で有意差がみられた。

例：非交通事故 75 例， SP 群で交通事故 123 例：非

瞳孔異常の出現は，SG 群であり 182 例：なし 129 例，

交通事故 120 例， D 群で交通事故 185 例：非交通事

SP 群 で あ り 112 例 ： な し 129 例 ， D 群 で あ り 277

故 175 例で， SG 群と SP 群（ p=0.0125）， SG 群と D

例：なし 81 例で，SG 群と SP 群（p=0.0004），SP 群

群（p=0.0111）との間で有意差がみられた（Table 1）
。

，SG 群と D 群（p<0.0001）との間
と D 群（p<0.0001）

来院時所見では，Glasgow Coma Scale（GCS）は，

で有意差がみられた。Cardiopulmonary arrest（CPA）

SG 群 6.4 ± 1.5 点， SP 群 5.5 ± 1.7 点， D 群 4.3 ± 1.5

は，SG 群 1 ⁄ 201 例（0.5%），SP 群 3 ⁄ 241 例（1.2%），

点 で ， SG 群 と SP 群（ p<0.0001）， SP 群 と D 群

D 群 45 ⁄ 357 例（12.6%）にみられ，SG 群と SP 群（p=

108
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Table 3 Admission data (3)
SG

SP

D

p (SG : SP)

p (SP : D)

p (SG : D)

Systolic BP (mmHg)

133.4 ± 32.9

141.6 ± 41.6

128.1 ± 63.9

0.0247

0.0043

0.2789

HR (/min)

94.0 ± 28.6

95.2 ± 28.6

86.9 ± 39.4

0.659

0.0055

0.0264

RR (/min)

22.3 ± 6.9

23.0 ± 8.3

18.8 ± 10.2

0.3626

< 0.0001

< 0.0001

BT (˚C)

36.2 ± 1.1

36.1 ± 1.3

35.9 ± 1.3

0.2871

0.0283

0.0008

Mean ± SD
HR: heart rate, RR: respiratory rate, BT: body temperature, SG: survival-good group, SP: survival-poor group,
D: dead group

Table 4 Laboratory findings
SG

SP

D

p (SG : SP)

p (SP : D)

p (SG : D)

7.35 ± 0.10

7.36 ± 0.10

7.23 ± 0.86

0.3652

0.0293

0.069

253.9 ± 158.8

254.4 ± 163.3

240.2 ± 161.0

0.9779

0.3286

0.3713

PaCO2 (torr)

40.7 ± 10.4

39.8 ± 12.0

43.9 ± 18.7

0.4177

0.0045

0.0384

Glucose (mg/dl)

165.4 ± 49.7

187.8 ± 67.2

211.5 ± 79.8

0.0002

0.0004

< 0.0001

pH
PaO2 (torr)

Mean ± SD
SG: survival-good group, SP: survival-poor group, D: dead group

0.0412），SP 群と D 群（p<0.0001），SG 群と D 群（p<

差がみられた。血糖は， SG 群 165.4 ± 49.7 mg/dl，

0.0001）との間で有意差がみられた（Table 2）。

SP 群 187.8 ± 67.2 mg/dl，D 群 211.5 ± 79.8 mg/dl で，

バ イ タ ル サ イ ン で は ， 収 縮 期 血 圧 は ， SG 群

133.4 ± 32.9 mmHg，SP 群 141.6 ± 41.6 mmHg，D 群
128.1 ± 63.9 mmHg で ， SG 群 と SP 群（ p=0.0247），

SP 群と D 群（p=0.0043）との間で有意差がみられた。

SG 群と SP 群（p=0.0002），SP 群と D 群（p=0.0004），
SG 群と D 群（p<0.0001）との間で有意差がみられた
（Table 4）
。
頭部 CT 所見を Diffuse injury（ DI）と Mass lesion

心拍数は， SG 群 94.0 ± 28.6 ⁄ 分， SP 群 95.2 ± 28.6 ⁄

（ML）に分類してみると， SG 群では DI が 105 例，

分，D 群 86.9 ± 39.4 ⁄ 分で，SP 群と D 群（p=0.0055）
，

ML が 97 例で，SP 群では，DI が 96 例，ML が 147 例

SG 群と D 群（p=0.0264）との間で有意差がみられた。

で， D 群では， DI が 111 例， ML が 249 例で，予後

呼吸数は，SG 群 22.3 ± 6.9 ⁄ 分，SP 群 23.0 ± 8.3 ⁄ 分，

が不良になるにつれ ML が多くみられた（Fig.1）。一

D 群 18.8 ± 10.2 ⁄ 分で，SP 群と D 群（p<0.0001），SG

方，頭部 CT における頭蓋内空気の存在は，SG 群 22 ⁄

群と D 群（p<0.0001）との間で有意差がみられた。体

201 例（10.9%），SP 群 30 ⁄ 240 例（12.5%），D 群 87 ⁄

温は， SG 群 36.2 ± 1.1 ℃， SP 群 36.1 ± 1.3 ℃， D 群

350 例（24.9%）にみられ，SP 群と D 群（p=0.0003），

35.9 ± 1.3 ℃で，SP 群と D 群（p=0.0283），SG 群と D

SG 群と D 群（p=0.0001）との間で有意差がみられた。

群（p=0.0008）との間で有意差がみられた（Table 3）
。

頭蓋内異物の存在は，各群間で明らかな差はみられ

血液検査所見では，pH は，SG 群 7.35 ± 0.10，SP

なかった。くも膜下出血の存在は， SG 群 109 ⁄ 200

群 7.36 ± 0.10，D 群 7.23 ± 0.86 で，SP 群と D 群（p=

例（ 54.5%）， SP 群 154 ⁄ 239 例（ 64.4%）， D 群 259 ⁄

0.0293）， SG 群と D 群（ p=0.069）との間で有意差が

349 例（74.2%）にみられ，SG 群と SP 群（p=0.0436），

みられた。PaO2 は，各群間で明らかな差はみられな

SP 群と D 群（ p=0.0141）， SG 群と D 群（ p<0.0001）

か っ た 。 PaCO2 は ， SG 群 40.7 ± 10.4 torr， SP 群

との間で有意差がみられた。脳室内出血の存在は，

39.8 ± 12.0， D 群 43.9 ± 18.7 torr で ， SP 群 と D 群

SG 群 11 ⁄ 202 例（0.4%），SP 群 36 ⁄ 240 例（15.0%），

（p=0.0045），SG 群と D 群（p=0.0384）との間で有意

D 群 59 ⁄ 350 例（ 16.9%）に み ら れ ， SG 群 と SP 群
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Table 5 Admission data (4)
SG

SP

D

p (SG : SP)

p (SP : D)

p (SG : D)

24.0 ± 11.0

26.4 ± 11.0

31.0 ± 13.5

0.0249

< 0.0001

< 0.0001

Head & neck

4.1 ± 0.9

4.3 ± 0.9

4.6 ± 0.7

0.0045

< 0.0001

< 0.0001

Face

1.4 ± 0.9

1.4 ± 1.0

1.8 ± 1.2

0.8623

0.0552

0.0475

Chest

2.7 ± 1.5

2.6 ± 1.5

3.1 ± 1.6

0.6611

0.01

0.0613

Abdomen

1.3 ± 1.4

1.6 ± 1.5

2.1 ± 1.5

0.3901

0.0889

0.0126

Etremities

1.8 ± 1.1

1.8 ± 1.2

2.2 ± 1.3

0.9047

0.0124

0.0245

Skin

0.8 ± 0.5

1.0 ± 0.9

1.0 ± 0.6

0.1433

0.9294

0.058

ISS

Mean ± SD
ISS: Injury Severity Score, SG: survival-good group, SP: survival-poor group, D: dead group

Table 6 Cranial CT findings
SG

SP

D

p (SG : SP)

p (SP : D)

p (SG : D)

22/201

30/240

87/350

0.7216

0.0003

0.0001

10.9%

12.5%

24.9%

0/202

0/239

3/351

-

0.399

0.4731

0.0%

0.0%

0.9%

SAH

109/200

154/239

259/349

0.0436

0.0141

< 0.0001

54.5%

64.4%

74.2%

IVH

11/202

36/240

59/350

0.002

0.6249

0.0002

0.4%

15.0%

16.9%

Pneumocephalus

Foreign body

Mean ± SD
SAH: subarachnoid hemorrhage, IVH: intraventricular hemorrhage, SG: survival-good group, SP: survival-poor group,
D: dead group

また Abbreviated Injury Scale（AIS）の各部位をみる
と，頭頸部は，SG 群 4.1 ± 0.9 点，SP 群 4.3 ± 0.9 点，

D 群 4.6 ± 0.7 点で， SG 群と SP 群（ p=0.0045）， SP
群と D 群（ p<0.0001）， SG 群と D 群（ p<0.0001）と
の間で有意差がみられた。顔面は，SG 群 1.4 ± 0.9 点，

SP 群 1.4 ± 1.0 点，D 群 1.8 ± 1.2 点で，SG 群と D 群
Fig. 1 Graph showing almost same ratio of Diffuse
injury (DI) and Mass lesion (ML) in survival-good
group, however much cases of ML comparison with DI
in survival-poor and dead group.

（p=0.0475）との間で有意差がみられた。胸部は，SG
群 2.7 ± 1.5 点，SP 群 2.6 ± 1.5 点，D 群 3.1 ± 1.6 点で，

SP 群と D 群（ p=0.01）との間で有意差がみられた。
腹部は， SG 群 1.3 ± 1.4 点， SP 群 1.6 ± 1.5 点， D 群

（p=0.002）， SG 群と D 群（ p=0.0002）との間で有意
差がみられた（Table 5）
。

2.1 ± 1.5 点で， SG 群と D 群（ p=0.0126）との間で有
意差がみられた。四肢は， SG 群 1.8 ± 1.1 点， SP 群

Injury Severity Score（ ISS）は ， SG 群 24.0 ± 11.0

1.8 ± 1.2 点， D 群 2.2 ± 1.3 点で， SP 群と D 群（ p=

点， SP 群 26.4 ± 11.0 点， D 群 31.0 ± 13.5 点で， SG

0.0124）， SG 群と D 群（ p=0.0245）との間で有意差

群 と SP 群（ p=0.0249）， SP 群 と D 群（ p<0.0001），

がみられた。皮膚は，各群間に明らかな差はみられ

SG 群と D 群（p<0.0001）との間で有意差がみられた。

なかった（Table 6）
。
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Table 7 Treatment methods

Hyperventilation

SG

SP

D

p (SG : SP)

p (SP : D)

p (SG : D)

4/200

17/239

27/357

0.0229

0.9632

0.0106

2.0%

7.1%

7.6%
0.0009

< 0.0001

0.0004

< 0.0001

< 0.0001

0.4451

Hypo & normothermia 79/200

ICP monitoring

134/240

87/353

39.5%

55.8%

24.6%

40/200

100/240

83/358

20.0%

41.7%

23.2%
Mean ± SD

ICP: intracranial pressure, SG: survival-good group, SP: survival-poor group, D: dead group

治療に関しては，過換気は，SG 群 4 ⁄ 200 例
（2.0%），

SP 群 17 ⁄ 239 例（ 7.1%）， D 群 27 ⁄ 357 例（ 7.6%）に

CT における脳室内出血，治療における過換気，ICP
モニタリングであった。

み ら れ ， SG 群 と SP 群（ p=0.0229）， SG 群 と D 群

頭部外傷後の予後が予測可能な因子として，来院

（p=0.0106）との間で有意差がみられた。低体温と積

時に得られる情報からは，年齢，GCS の M スコア，

極的平温管理を含む体温管理は， SG 群 79 ⁄ 200 例

瞳孔の反応性，血糖，頭部 CT 上の外傷性くも膜下

，SP 群 134 ⁄ 240 例（55.8%）
，D 群 87 ⁄ 353 例
（39.5%）

出血の存在などが挙げられている。またその後の治

（24.6%）にみられ， SG 群と SP 群（ p=0.0009）， SP

療行為により得られる情報からは，経過中にみられ

群と D 群（ p<0.0001）， SG 群と D 群（ p=0.0004）と

る低血圧や低酸素症の存在などが挙げられている 4）。

の間で有意差がみられた。ICP モニタリングは，SG

本検討から，退院時転帰に関して 3 つの各群間に

群 40 ⁄ 200 例（ 20.0%）， SP 群 100 ⁄ 240 例（ 41.7%），

有意差がみられる場合は，転帰を予測するのに最も

D 群 83 ⁄ 358 例（ 23.2%）に施行され， SG 群と SP 群

適した因子と考えられ，その程度から生死から機能

（p<0.0001）， SP 群と D 群（ p<0.0001）との間で有意

的予後まで推測できる可能性が考えられる。 GCS か
らは，6 点以上で転帰良好，4 点と 5 点が生死の境界

差がみられた（Table 7）
。

と推測される。 M スコアからは， 4 点以上で転帰良

Ⅳ ────────────────考

察─

好，3 点と 2 点が生死の境界と推測される。血糖から
は， 165 mg/dl 以下で転帰良好， 190 〜 210 mg/dl が

重症頭部外傷を転帰から比較したところ，転帰へ

生死の境界と推測される。 ISS からは， 24 点以下で

の影響を以下の 3 つに分類可能と考えられた。① SG

転帰良好，26 〜 31 点が生死の境界と推測される。瞳

群と SP 群，SP 群と D 群および SG 群と D 群のいず

孔異常， CPA と頭部 CT における SAH の存在は重

れの間でも有意差がみられた因子： GCS，M スコア，

症度に応じて出現率が増大する。しかし， AIS の頭

瞳孔異常， CPA，血糖， ISS， AIS の頭頸部スコア，

頸部スコアは各群とも 4 点台と大きな差はなく，体

頭部 CT における SAH，治療における体温管理で

温管理導入率も重症度に応じた増大はなく，これら

あった。② SP 群と D 群，SG 群と D 群で有意差がみ

の因子からの転帰予測は困難と考えられた。

られた（ SG 群と SP 群では有意差なし）因子：心拍

また，SP 群と D 群，SG 群と D 群で有意差がみら

数，呼吸数，体温，pH，PaCO2，AIS の四肢，頭部

れる場合は，各種因子を D 群の値に近づかない管理

CT における頭蓋内空気であった。③ SG 群と SP 群，

を行うことが，生命予後を予測するのに有用と考え

SG 群と D 群で有意差がみられた（SP 群と D 群では

られた。一方，SG 群と SP 群および D 群との間に有

有意差なし）因子：年齢， GCS の E スコア，頭部

意差がみられる場合は， SG 群の値を維持すること，
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すなわち 40 歳未満には積極的に行う，治療手段とし
て過換気を導入しないことが転帰良好を期待できる
と考えられた。しかし，収縮期血圧や ICP モニタリ
ング導入の意義は，SP 群が SG 群および D 群に比し
高かったことから，その意義は不明で，今後の検討
すべき課題は依然存在する。

Ⅴ ────────────────結

語─

転帰からみると，年齢が 40 歳未満， GCS が 6 点
以上，血糖 165 mg/dl 以下， ISS が 24 以下の場合，
良好な転帰が得られると考えられるので，積極的に
集中管理すべきと考えられた。一方，年齢が 60 歳以
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The purpose of this study is to evaluate the clinical characteristics of the pediatric patients in the Japan Neurotrauma Data
Bank: Project 2004. Project 2004 consisted of severe head injury
patients with a Glasgow Coma Scale (GCS) score of 8 or less on
admission or during course and patients who were operated for
traumatic intracranial lesion between 2004 – 2006. The subjects
were 101 pediatric patients aged 15 years old or less (mean: 7.8
y/o). We retrospectively examined the patients' age, GCS, cause
of injury, duration and time of patient transfer, pupillary abnormality, body temperature, serum glucose level, Injury Severity
Score (ISS) excluding cranio-cervical score, skull fracture, CT
classification of the Traumatic Coma Data Bank (TCDB), main
lesion of focal brain injury on CT, and traumatic subarachnoid
hemorrhage (SAH) on CT. The mortality rate in children is lower
than in adults: 18.8% vs. 39.7%. The factors that correlated to the
poor outcome in pediatric patients are lower GCS score on admission, pupillary abnormality, hyperglycemia (more than 200 mg/
dl), complications of severe other organ injury, diffuse injury III
according to classification of CT, acute subdural hematoma and
SAH. Pathophysiologically pediatric patients are not miniatures
of adult patients. The data of Project 2004 is extremely significant
and indicates the profile of one general view of pediatric patients
with severe head injury in Japan. However, further collection of
data and careful analysis are necessary for standardizing pediatric head trauma care.

Ⅰ ────────────────はじめに ─
欧米あるいは我が国の国民衛生の動向（厚生統計

態学的にも成人とは大きく異なる。したがって小児
の頭部外傷の実地診療にあたっては成人との相違点，
特殊性を理解する必要がある。米国では 2003 年に小

協会）などの統計では，小児の死亡原因の恒常的第 1

児重症頭部外傷治療ガイドラインが発表されている。

位は「不慮の事故」である。そのうち過半数を占める

本邦では神経外傷治療の標準化を目標に，外傷初期

病態は頭部外傷である 1,8,12,22）。この点において我々

治 療 ガ イ ド ラ イ ン と し て 2004 年 に JATEC（ Japan

脳神経外科医の役割は大きい。小児は成人のミニ

Advanced Trauma Evaluation and Care）10）， 2000 年

チュアではなく，脳・脊髄は解剖生理学的にも，病

に日本神経外傷学会の「重症頭部外傷治療・管理ガ
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イドライン」が提唱され， 2006 年には小児頭部外傷
の治療・管理についても詳記された第 2 版 11）が発刊
された。頭部外傷治療のガイドラインの根拠となる

evidence-based data は ， 臨 床 に お い て prospective
randomized trial が倫理的に問題となるため，standard
level， guideline level は少なく retrospective study に
よる option level が中心となる。特に小児頭部外傷領
域ではその傾向がより強く一定の治療指針がなく

controversial な点が少なくない。小児頭部外傷の適
切な治療を行うためには，特有な病態の十分な理解，

Fig.1 Age distribution in pediatric cases of Project 2004.

evidence based に基づく臨床データが必要であるこ
とは言うまでもない。日本頭部外傷データバンク

り 120 項目が含まれている。対象は来院時あるいは

（ Japan Neurotrauma Data Bank: JNTDB）は ， 本 邦

経過中 Glasgow Coma Scale（ GCS）8 以下を示した

に お け る 頭 部 外 傷 の evidence based に 基 づ く 臨 床

症例，外傷性頭蓋内病変を有し，開頭手術を行った

データの蓄積を目的に 1998 年に開始された。このプ

症例，1101 例であった。15 歳以下の小児例は 101 例

ロジェクト 1998 は対象症例を，① 6 歳以上の症例，

（9.2%），男性 68 例，女性 33 例でこれらを本研究の

② 来院時あるいは経過中 Glasgow Coma Scale（GCS）

対象とした。今回の検討項目はデータ集積が十分で

8 以下を示した症例，③ 外傷性頭蓋内病変を有し，

統計解析が可能であった年齢，受傷原因，全搬送時

開頭手術を行った症例とした。その結果，全国 10 施

間，搬入時刻，初診時 GCS score，初診時瞳孔異常，

設で 1998 年〜 2001 年に 1002 例が登録，報告がなさ

，
初診時体温，初診時血糖値，injury severity score（ISS）

れた

19）。更にプロジェクト

2004（ 2004 〜 2006 年）

頭 蓋 骨 骨 折（ 円 蓋 部 骨 折 ，頭 蓋 底 骨 折 ）， CT 所 見

では全国 19 施設で 6 歳以下も含んだ全年齢を対象に

（Traumatic Coma Data Bank: TCDB の CT 分類），主

調査登録された。本研究ではプロジェクト 2004 の

た る 局 所 脳 損 傷 ，く も 膜 下 出 血 ， 退 院 時 転 帰

15 歳以下の小児例について分析検討を行った。

（Glasgow Outcome Scale: GOS）とし，小児重症頭部
外傷の予後不良因子について検討した。統計学的解析

Ⅱ────────────────対象と方法 ─

は Chi-square test, Student-t test，または Wilcoxon 検
定を用い 5 % 未満を有意とした。なお，症例登録に

プロジェクト 2004 は，全国 19 施設（香川大学医学

あたりその倫理性の維持は，個々の参加施設の院内

部付属病院，京都九条病院，久留米大学医学部付属

規定に一任されていた。頭部外傷データバンク検討

病院，熊本赤十字病院，国立病院東京災害医療セン

委員会では，プロジェクト 1998，プロジェクト 2004

ター，済生会滋賀病院，昭和大学付属病院，聖マリ

において，一定に見解を出すに至っておらず，今後

アンナ医科大学付属病院，仙台市立病院，千葉県循

の予定されているプロジェクト 2009 での検討課題と

環器病センター，千葉県救急医療センター，帝京大

なっている。

学医学部付属病院，東海大学医学部付属病院，東京
医科大学病院，東京慈恵会医科大学付属柏病院，日
本医科大学付属病院，山口大学医学部付属病院，武

Ⅲ ────────────────結

果─

蔵野赤十字病院）において， 2004 年 1 月〜 2006 年 12

全体の転帰を退院時 GOS でみると good recovery

月に調査登録された。調査項目は年齢，性別に始ま

（GR）38 例（37.6%），moderate disability（MD）20 例
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（19.8%）
，severe disability
（SD）19 例（18.1%）
，

vegetative state（VS）5 例（5.0%），dead（D）

Table 1 Children & Adults and GOS at discharge
age

Favorable Group

Unfavorable Group

Mortality

(GR. MD: n=362)

(SD. VS. D: n=738)

(Dead: n=416)

58 (57.4%)

43 (42.6%)

19 (18.8%)

304 (30.4%)

695 (69.6%)

397 (39.7%)

19 例（ 18.8%）であった。 GR + MD 例を
転帰良好群 58 例， SD + VS + D 例を転帰
不良群 43 例とし， 2 群に分け予後に関与
する因子の検討を行った。
（1）年齢分布

0~15 years
(n=101)

15 years~
(n=999)

┐
│
│**
│
┘

GOS: Glasgow outcome scale, GR: good recovery, MD: moderate disability,
SD: severe disability, VS: vegetative state, D: dead
**: p<0.01

年齢分布を Fig.1 に示した。平均年齢は

7.8 ± 4.7 歳であった。 1 歳と 9 歳に年齢の
ピークがあり，逆に 4 歳と 13 歳の頻度は

Table 2 Age distribution and GOS at discharge
age

Favorable Group

Unfavorable Group

Mortality

(GR. MD: n=58)

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

23 (62.2%)

14 (37.8%)

6 (16.2%)

35 (54.7%)

29 (45.3%)

13 (20.3%)

少なかった。
0~5 years
(n=37)

（2）年齢と転帰（Table 1, 2）
プロジェクト 2004 の全対象の 1101 例の
うち，転帰が確認できない 1 例を除いた

1100 例において小児（15 歳以下）の 101 例

6~15 years
(n=64)

┐
│
│n.s.
│
┘

GOS: Glasgow outcome scale, GR: good recovery, MD: moderate disability,
SD: severe disability, VS: vegetative state, D: dead
n.s.: not significant

と成人（ 16 歳以上： 54.7 ± 21.2 歳）の 999
例で転帰の全体像をみた。SD + VS + D 例
の転帰不良群，死亡率は成人例で高率で
あった。小児の受傷時年齢の経年と転帰を
みると，13 歳に死亡率と転帰不良群のピー
クがみられた。しかし乳幼児期群（ 0 〜 5
歳）と学童期群（6 〜 15 歳）の 2 群間では，
転帰，死亡率に差を認めなかった。
（3）受傷原因と転帰（Table 3）
受 傷 原 因 を み る と 交 通 事 故 が 72 例

Table 3 Cause of injury and GOS at discharge
cause of
injury

Favorable Group

Unfavorable Group

Mortality

(GR. MD: n=58)

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

41 (56.9%)

31 (43.1%)

12 (16.7%)

8 (47.1%)

9 (52.9%)

7 (20.3%)

9 (75%)

3 (25%)

2 (66.7%)

1 (33.3%)

traffic accident
(n=72)

fall or tumble
(n=17)

others
(n=12)
(abuse: 3)

┐
│
│n.s.
│
┐┘
│
│
│
┘

GOS: Glasgow outcome scale, GR: good recovery, MD: moderate disability,
SD: severe disability, VS: vegetative state, D: dead
n.s.: not significant

（71.2%）で，うち 29 例（40.3%）が歩行者，

43 例（ 59.7%）が非歩行者（四輪車，二輪
車，自転車）であった。転落・転倒が 17
例（16.8%）であった。
「その他」の 12 例の
うち 3 例（ 25%）に虐待がみられ，いずれ
も 5 歳以下（ 0, 1, 4 歳）であった。受傷原
因別に転帰，死亡率に有意差は認めなかっ
たが，交通事故より転落転倒の方が転帰不
良の傾向にあった。

Table 4 Duration of patient transfer and GOS at discharge
duration

Favorable Group

Unfavorable Group

Mortality

(min)

(GR. MD: n=58)

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

31 (51.7%)

29 (48.3%)

14 (23.3%)

27 (65.9%)

14 (34.1%)

5 (12.2%)

~60
(n=60)

60~
(n=41)

┐
│
│n.s.
│
┘

GOS: Glasgow outcome scale, GR: good recovery, MD: moderate disability,
SD: severe disability, VS: vegetative state, D: dead
n.s.: not significant
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（4）搬送時間と転帰（Table 4）
全搬送時間をみると 89 例（ 88.1%）が 3

Table 5 Time of patient transfer and GOS at discharge
time

時間以内に来院していた。搬送時間を 1 時
間以内と 1 時間以上で検討した。1 時間以
内 は cardio-pulmonary arrest on admission
（CPAOA）の 7 例中 5 例含まれおり，mor-

tality は 23.3% と高かった。しかし搬送時
間での有意差はなかった。また搬送方法と

Favorable Group

Unfavorable Group

Mortality

(GR. MD: n=58)

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

25 (61.0%)

16 (39.0%)

6 (23.3%)

33 (55%)

27 (45%)

13 (21.7%)

9:00~17:00
(n=41)

17:00~9:00
(n=60)

┐
│
│n.s.
│
┘

GOS: Glasgow outcome scale, GR: good recovery, MD: moderate disability,
SD: severe disability, VS: vegetative state, D: dead
n.s.: not significant

してほとんどは救急車搬送であるが，近年
Table 6 GCS on admission and GOS at discharge

は ヘ リ コ プ タ ー の 使 用 が 増 加 し ， 11 例
（10.9%）にみられた。
（5）搬入時刻と転帰（Table 5）
転帰をいわゆる病院の業務体制の日勤帯
（9 : 00 〜 17 : 00）と非日勤帯（ 17 : 00 〜

9 : 00）の搬入時刻で分けて検討した。勤
務帯で分けた搬入時刻と転帰には差は認め
なかった。

GCS

（9 〜）の 3 群に分け，転帰との相関をみた。

GCS score 3 〜 5 の群でも GR, MD の転帰
良好例が 23.3% に存在するものの， GCS

score 不良群は有意差をもって明らかに転
帰不良であった。また来院後急激な意識障
害の talk & deteriorate 例は GCS score（ 3
〜 5）群で 30 例中 1 例（3.3%）
，GCS score
（ 6 〜 8）群 で 44 例 中 3 例（ 6.8%）， GCS

（7）初診時瞳孔異常と転帰（Table 7）
初診時の瞳孔異常の有無と転帰について
みた。瞳孔異常の有無は明らかに転帰に相
関していた。瞳孔異常のない場合は転帰良
好 群 が 76.9% で あ り ， 一 方 両 側 瞳 孔 異
常・散大は 58.8% の死亡率であった。
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Mortality

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

7 (23.3%)

23 (76.7%)

14 (46.7%)

28 (63.6%)

16 (64.4%)

4 (9.1%)

23 (85.2%)

4 (14.8%)

1 (3.7%)

3~5
6~8
(n=44)

9~
(n=27)

┐
│
│**
│
┘
┐
│
│*
│
┘

GOS: Glasgow outcome scale, GCS: Glasgow coma scale, GR: good recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability, VS: vegetative state, D:
dead
*: p<0.05, **: p<0.01

Table 7 Pupillary abnormality and GOS at discharge
pupillary Favorable Group
abnormality (GR. MD: n=58)
normal
(n=65)

abnormal
(n=36)
hemi-abnormal (n: 19)

Unfavorable Group

Mortality

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

50 (76.9%)

15 (23.1%)

5 (7.7%)

8 (22.2%)

28 (77.8%)

7 (38.9%)

6 (31.6%)

bilateral-abnormal (n: 17) 2 (11.8%)

13 (68.4%)┐
│ n.s.
15 (88.2%)┘

┐
│
│**
│
┘

4 (21.5%)┐
│ **
10 (58.8%)┘

GOS: Glasgow outcome scale, GR: good recovery, MD: moderate disability,
SD: severe disability, VS: vegetative state, D: dead
n.s.: not significant, **: p<0.01

score（ 9 〜）群で 29 例中 6 例（ 20.7%）で
あった。

Unfavorable Group

(GR. MD: n=58)

(n=30)

（6）初診時 GCS score と転帰（Table 6）
来院時 GCS score を（3 〜 5），（6 〜 8），

Favorable Group

Table 8 Body temperature and GOS at discharge
body
Favorable Group
temperature (GR. MD: n=58)
< 37˚C
(n=53)

37˚C ≦
(n=37)

unknown
(n=11)

Unfavorable Group

Mortality

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

32 (60.4%)

21 (39.6%)

12 (22.6%)

20 (50.1%)

17 (45.9%)

6 (16.2%)

6 (54.5%)

5 (45.5%)

1 (9.0%)

┐
│
│n.s.
│
┘

GOS: Glasgow outcome scale, GR: good recovery, MD: moderate disability,
SD: severe disability, VS: vegetative state, D: dead
n.s.: not significant

（8）初診時体温と転帰（Table 8）
初診時体温を平温〜低温群と高温群で比
較したが転帰の間には差は認めなかった。

Table 9 Serum glucose level and GOS at discharge
serum
Favorable Group
glucose level (GR. MD: n=58)
< 200 mg/dl
(n=58)

（9）初診時血糖値と転帰（Table 9）
初診時血糖値は， 200 mg/dl 以上の高
血糖が 88 例中 58 例（65.9%）にみられた。
初診時高血糖例は非高血糖例に比して有
意に転帰不良であり，死亡率は 40% と高
率であった。
（10）Injury Severity Score（ISS）と転帰
（Table 10）
頭頸部の項目を除く他部位の

Abbreviated Injury Scale（ AIS）が， 3 以上
の重症他臓器損傷を有する ISS が 9 点以上
の多発外傷合併群と非合併群に分けて転帰
との関係をみた。重症頭部外傷以外に他臓
器重症損傷の有する例で明らかに転帰不良
であった。死亡率は多発外傷合併群で

200 mg/dl ≦
(n=30)

unknown
(n=13)

Unfavorable Group

Mortality

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

40 (69.0%)

18 (31.0%)

5 (8.6%)

11 (36.7%)

19 (63.3%)

12 (40%)

7 (53.8%)

6 (46.2%)

2 (15.4%)

┐
│
│**
│
┘

GOS: Glasgow outcome scale, GR: good recovery, MD: moderate disability,
SD: severe disability, VS: vegetative state, D: dead
**: p<0.01

Table 10 ISS excluding cranio-cervical score and GOS at discharge
ISS excluding
Favorable Group
carnio-cervical
(GR. MD: n=58)
score
0~8
(n=64)

9~
(n=37)

Unfavorable Group

Mortality

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

44 (68.8%)

20 (31.2%)

7 (10.9%)

14 (37.8%)

23 (62.1%)

12 (32.4%)

┐
│
│**
│
┘

ISS: Injury Severity Score, GOS: Glasgow outcome scale, GR: good recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability, VS: vegetative state, D:
dead
**: p<0.01

32.4% と非合併群は 10.9% であった。
（11）頭蓋骨骨折（円蓋部骨折，頭蓋底骨折）
と転帰（Table 11）
頭蓋骨骨折をみると円蓋部骨折が 54 例
（58.1%），頭蓋底骨折が 18 例（ 20.2%）に
認められた。円蓋部骨折の有無で転帰との
相関に有意差はなかった。頭蓋底骨折は症
例数が少なく統計学的検討が行えなかった
が，転帰不良例が多い傾向にあった。

Table 11 Skull fracture and GOS at discharge
skull
fracture
Vault fr. (+)
(n=54)

Vault fr. (−)
(n=39)

Vault fr. (?)
(n=8)

Basal fr. (+)
(n=18)

（12）CT 所見（Traumatic Coma Data Bank:

TCDB の CT 分類）と転帰（Table 12）
びまん性損傷は 54 例（ 53.5%），占拠性
病変は 44 例（43.6%）にみられたが，両群
間には転帰の差を認めなかった。びまん性

Basal fr. (−)
(n=71)

Basal fr. (?)
(n=12)

Favorable Group

Unfavorable Group

Mortality

(GR. MD: n=58)

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

33 (61.1%)

21 (38.9%)

11 (20.4%)

22 (56.4%)

17 (43.6%)

5 (12.8%)

3 (37.5%)

5 (62.5%)

3 (37.5%)

8 (44.4%)

10 (55.6%)

7 (38.9%)

45 (63.3%)

26 (36.6%)

8 (11.3%)

5 (41.7%)

7 (58.3%)

4 (33.3%)

┐
│
│n.s.
│
┘

┐
│
│n.s.
│
┘

GOS: Glasgow outcome scale, GR: good recovery, MD: moderate disability,
SD: severe disability, VS: vegetative state, D: dead, fr.: fracture
n.s.: not significant

損 傷 で は diffuse brain injury III， diffuse

brain injury IV が転帰不良であった。占拠
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性病変では evacuated mass, non-evacuated

mass の間に転帰の差は認めなかった。
（13）CT 所見（主たる局所性損傷）と転帰
（Table 13）

Table 12 CT classification of TCDB and GOS at discharge
CT
findings

Favorable Group

Unfavorable Group

Mortality

(GR. MD: n=58)

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

Diffuse Injury I
Diffuse Injury II

局所性損傷が主たる病変であった症例は

47 例（46.5%）であった。内訳は急性硬膜
下血腫 23 例（38.9%），急性硬膜外血腫 14
例
（29.8%）
，脳挫傷・脳内血腫 10 例
（21.3%）

9 (81.8%)

4 (36.4%)

0 (0%)

2 (100%)

1 (50%)

29 (53.7%)

25 (46.3%)

10 (18.5%)

18 (62.1%)

11 (37.9%)

Non-evacuated
mass (n=15)

10 (66.7%)

5 (33.3%)

subtotal (n=44)

28 (63.6%)

16 (36.3%)

Unknown (n=3)

1 (50%)

2 (50%)

(n=11)

Diffuse Injury IV
(n=2)

(n=29)

について転帰をみた。確認できた 100 例中，
くも膜下出血症例は 55 例（55%）であった。
これらはくも膜下出血のないものに比して
明らかに転帰不良であった。

察─

することは国家，国民にとって重要な命

┐
│
│
6 (20.8%) ┐ │
│ │n.s.
│n.s.│
│ │
2 (13.3%) ┘ │
│
│
8 (18.1%)
┘

1 (25%)

TCDB: Traumatic Coma Data Bank, GOS: Glasgow outcome scale, GR:
good recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability, VS: vegetative state, D: dead
**: p<0.01, n.s.: not significant

main
lesion
ASDH
(n=23)

AEDH
(n=14)

題である。この大きな命題に対する対応

CC/ICH

策として，まず ① 頭部外傷の現状の把握

(n=10)

と解析，② EBM に基づいた神経外傷診
療の標準化とガイドラインの作成，そし
て ③ 施設および地域格差のないハードを
頭部外傷の現状についての全国規模の頭
部・脳外傷症例に関する疫学的研究資料
は皆無であった。更に小児救急医療にお
いては治療の標準化，医療施設の集約は
極めて未完成な段階である。小児重症頭
部外傷を最も有効に治療する方法は有機
的なチーム医療であることは言うまでも
ない 2）。したがってまずもって本邦の小

Favorable Group

Unfavorable Group

Mortality

(GR. MD: n=29)

(SD. VS. D: n=18)

(Dead: n=9)

10 (43.5%)

13 (56.5%)

7 (8.6%)

12 (85.7%)

2 (14.3%)

1 (7.1%)

7 (70%)

3 (30%)

1 (10%)

┐
│
│**
│
┘

ASDH: acute subdural hematoma, AEDH: acute epidural hematoma, CC:
cerebral contusion, ICH: intracerebral hematoma, GOS: Glasgow outcome
scale, GR: good recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability,
VS: vegetative state, D: dead
**: p<0.01

含めたシステム整備の普及が必要である。
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┐
│
│**
│
┘

Table 13 Main lesion of focal brain injury on CT and GOS at discharge

小児の頭部外傷による犠牲者を少なく
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(0%)

2 (18.2%)

Diffuse Injury III

Evacuated mass

CT 所見上の外傷性くも膜下出血の有無

0

5 (15.6%)

あった。

（Table 14）

(0%)

14 (43.8%)

subtotal (n=54)

（14）CT 所見（くも膜下出血）と転帰

0

18 (56.3%)

(n=32)

であった。転帰は急性硬膜下血腫で不良で

Ⅳ ───────────考

9 (100%)

(n=9)

Table 14 Traumatic SAH on CT and GOS at discharge
traumatic
SAH
yes
(n=55)

no
(n=45)

unknown
(n=1)

Favorable Group

Unfavorable Group

Mortality

(GR. MD: n=58)

(SD. VS. D: n=43)

(Dead: n=19)

24 (43.6%)

31 (56.4%)

12 (21.8%)

33 (73.3%)

12 (26.7%)

7 (15.6%)

1 (100%)

0

(0%)

0

┐
│
│**
│
┘

(0%)

SAH: subarachnoid hemorrhage, GOS: Glasgow outcome scale, GR: good
recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability, VS: vegetative
state, D: dead
**: p<0.01

児重症頭部外傷治療の現状を把握することは本命題

加している小児虐待例 9）は「その他」の中の 25% で

の解決の第一歩であると考える。本研究のテーマで

ありその傾向を示していた。受傷機序による転帰の

ある小児重症頭部外傷例は，プロジェクト 1998 では

有意差はなかったが，交通事故より転落転倒の方が

（5.4%），プロ
登録数 912 例中 54 例（但し 6 〜 15 歳）

転帰不良の傾向にあった。これは近年の小児の自転

ジェクト 2004 では登録数 1101 例中 101 例（9.2%）が

車乗車時のヘルメット着用やチャイルドシートの普

登録された。これらは十分に多い症例数とは言えな

及による可能性も示唆されるが更なる症例の蓄積が

い。しかし単一の医療施設で経験しうる症例数に限

必要である 15）。医療機関への搬送時間は 40.6% が 1

界がある中，今回のプロジェクト 2004 における小児

時間以上であったが，これによる転帰への影響はな

重症頭部外傷症例のデータ蓄積の意義は極めて高い

かった。データベース参加施設の医療圏のヘリコプ

といえる。

ター導入によるヘリコプター搬送件数が増加の傾向

本研究ではプロジェクト 2004 における小児重症頭

にあったが，転帰への影響については今後の検討を

部外傷 101 例の転帰に影響する因子の検討から予後

待ちたい。患者搬送時刻は，特に小児の場合受け入

不良因子の分析を行った。しかし分析や解釈で問題

れ態勢の整備が影響するものと予想されたが，いわ

点となる点として，① 対象施設が 19 施設で治療方

ゆる日勤帯と非日勤帯の搬入時刻と転帰に相関はな

針が施設間で一定したものではなく，本邦の小児頭

かった。初診時 GCS score と転帰は従来の報告 18）

部外傷の全貌を反映したものでない 16），②プロジェ

同様に高い相関を示した。しかし初診時 GCS score

クト 2004 の調査項目は 120 項目でプロジェクト 1998

3 〜 5 であっても転帰良好例が 23.3% 存在し，小児

の 388 項目より半減しているが，転帰調査のための

例の特異性が示された。今後これらの要因の解析が

データ集積には，プロジェクト 1998 同様 13）の精度

重要と考えられる。一般に小児の talk & deteriorate

の問題が残っていると言わざるを得ない。以上の点

は少ないとされている 20）が，プロジェクト 2004 で

を踏まえ可能な限り，転帰に影響する因子の検討を

は GCS score（9 〜）群が 20.7% であり，これらは管

行った。これらは本来，治療の因子を含むべきであ

理および治療の面で検討課題となるものと思われた。

り，また多変量解析が必要であるが，データの量と

初診時瞳孔異常の有無も明らかに転帰に相関してお

精度より単一項目別の単変量解析で検討を行った。

り，瞳孔異常は 77.8% が転帰不良群であり，両側瞳

プロジェクト 2004 における小児例と成人例の退院

孔散大例は 58.8% の死亡率で，転帰の不良の指標と

時転帰の比較では小児例において有意差をもって転

なっていた 4）。初診時の体温はさまざまな条件が加

帰良好であった。但しプロジェクト 1998 の全体の死

わったものと考えられ転帰との相関は見いだせな

亡率が

51%13）に対してプロジェクト

2004 の死亡率

かった。血糖値は交感神経の緊張・ストレスに反映

が 37.8% と大きな差が生じている。これは各プロ

し外傷の強さに相関すると考えられ

ジェクトの施設間の違いによって生じた可能性が考

200 mg/dl 以上で転帰不良群が多かった。しかしこれ

えられるが今後十分な検討を要するものと思われる。

は重症頭部外傷のみの単一病態を示すものではなく

プロジェクト 2004 の小児例の年齢分布は一様ではな

その解釈には注意を要するものと思われた。ISS が 9

く，1 歳と 9 歳にピークがある二峰性だった。しかし

点以上の他臓器損傷を伴う重症頭部外傷例の転帰は

小児例の退院時転帰は全体的に良好（57.4%）といえ

明らかに不良であった。小児のみに限定した頭部外

る。年次的には 13 歳時に不良例が多かったが一定の

傷を伴った多発外傷の死亡率は 17.3% 5）〜 31.3% 3）

傾向はなかった。また乳幼児群と学童期群で転帰の

と報告されおり決して低くない。これらは小児の多

差は認めなかった。受傷原因は 71.3% が交通事故で

発外傷を伴った重症頭部外傷の急性期の病態把握と

ありその頻度は従来の報告 17）と同様である。近年増

その対応の難しさを示すものと思われる。しかし GR，

6,18），血糖値
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頭蓋骨骨折は 56 例（55.4%）の約半数に認められた。
これは転帰との相関はないものの，頭蓋底骨折例の
死亡率は 38.9% と高値であり，重症度を示す可能性
が考えられた。 TCDB の CT 分類ではびまん性損傷
と占拠性病変の間には転帰に差はなかった。びまん
性損傷では Diffuse injury II と III の間で後者が転帰
不良であり，プロジェクト 1998 の報告と同様であっ
た 21）。TCDB の CT 分類とは別に主たる局所性損傷
をみた場合，成人同様に急性硬膜下血腫は急性硬膜
外血腫に比して明らかに転帰不良であった。しかし
これには小児特有のびまん性脳浮腫の合併も含まれ
ており，成人と病態が異なることが推察される。 CT
上の外傷性くも膜下出血と転帰をみた場合，出血を
認める群において転帰不良であった 14）。外傷性く
も膜下出血は脳循環代謝とも関連し，さまざま病態
を反映する 7）が，これについては合併病態との多変
量解析で検討されるべきものと考えられ今後の課題
としたい。
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Recent trends of severe head injury in Japan
Neurotrauma Data Bank with special
reference to road traffic accident:
Comparison of clinical features and outcome
between Project 1998 and Project 2004
JUNICHI ONO1,2, TETSUYA SAKAMOTO2, TATSURO KAWAMATA2
TAKASHI TOKUTOMI2, TAKEKI OGAWA2, MINORU SHIGEMORI2
AKIRA YAMAURA2, NORIO NAKAMURA2
1Department

of Neurosurgery, Chiba Cardiovascular Center
Japan Neurotrauma Data Bank Committee (The Japan Society of
Neurotraumatology, The Japanese Council of Traffic Science)

2The

This study was conducted to clarify the recent trends of severe
head injury in the Japan Neurotrauma Data Bank (JNTDB) with
special reference to traffic accident.
In the JNTDB, the number of severely head-injured patients
(Glasgow Coma Scale (GCS) score of 8 or less) were 832 in
Project 1998 and 797 in Project 2004. Those were divided into 2
groups: traffic accident (TA) group, and non-TA (nTA) group.
In addition, the former group was classified into 4 groups: 4
wheel vehicle (4WV) group, motorcycle (MC) group, bicycle
(BC) group, and pedestrian (P) group. Analyzed here were cause
of injury, age distribution, incidence of alcohol intake, means of
transportation, clinical severity (GCS and injury severity score),
initial CT findings (Traumatic Coma Data Bank), and outcome
at discharge (Glasgow Outcome Scale).
Results: In the Project 2004; 1) Traffic accident was less
common as the cause of injury. 2) The proportion of younger
patients was lower in the TA group, especially in the 4WV and
MC groups. 3) Incidence of alcohol intake was lower in the TA
group, particularly in the MC groups. 4) Patient transfer by
helicopter was more common in both the TA and nTA groups.
5) The proportion of GCS of 3 to 5 was lower in the TA group,
especially in the MC group. 6) In the initial CT findings, type 3
of diffuse injury and evacuated mass were less frequent in both
groups, and in the 4WV, BC, and P groups. 7) Outcome at
discharge: Mortality rate was lower in both groups, and in the
4WV, MC and P groups, but the percentage of good outcomes
was unchanged.
These results indicated the recent trends of severely headinjured patients who were injured by traffic accident. But there
were some problems, such as study protocol and meaningless
results, so that further verification is indispensable in the JNTDB
study.

Ⅰ ────────────────はじめに ─
日 本 頭 部 外 傷 デ ー タ バ ン ク（ Japan Neurotrauma

Data Bank: JNTDB）にはプロジェクト 1998（ P1998:
1998 〜 2001 年）とプロジェクト 2004（P2004: 2004 〜
2006 年）の 2 つの大規模研究がある。前回のデータバ
ンク報告書は P1998 の研究途上で発行され 721 例の

Table 1 Cause of injury in traffic accident group
Cause of injury

Project 1998

No. of cases (cases)

Project 2004

538

429

4 wheel vehicle

101 (19%)

66 (15%)

Motorcycle

163 (30%)

125 (29%)

Bicycle

118 (22%)

96 (22%)

Pedestrian

150 (28%)

120 (28%)

6 ( 1%)

22 ( 5%)

Others

総括であったが 7），P1998 はその後も症例が蓄積され
総計 1002 例となった。なお，研究協力施設は P1998
では 10 施設であったのに対し，P2004 では 19 施設に

群 538 例（65%）
，非交通事故群 294 例（35%）
，P2004

増加した 8）。

群では交通事故群 429 例（ 54%），非交通事故群 368

今回は交通事故受傷の重症頭部外傷例に注目し，

例（46%）であり，後者では交通事故受傷例の割合が

P1998 と P2004 の臨床像および転帰を比較すること

有意に減少した（p<0.0001）。交通事故群の受傷原因

によって最近の動向について検討したので報告する。

別症例数を Table 1 に呈示した。四輪車群が P2004
で多少減少傾向を示したが，各事故群の割合は両群

Ⅱ────────────────対象と方法 ─
JNTDB 登 録 症 例 数 は P1998 で 1002 例 ， P2004 で

間に差を認めなかった。
（2）交通事故群と非交通事故群の比較

1101 例であったが，このうち受傷時年齢が 6 歳以上

1） 年齢分布（Fig.1）

で，搬入時の Glasgow Coma Scale（ GCS）score が 8

年齢は交通事故群では 10, 20 歳代の若年者の割合

以下の重症頭部外傷例は P1998， P2004 でそれぞれ

が P2004 で有意に減少した（p=0.0048）。一方，非交

832 例（ 83%）， 797 例（ 72%）であった。これらを受

通事故群では 60 歳以上の高齢層の割合が増加傾向を

傷原因により，交通事故群と非交通事故群の 2 群に分

示したが，その分布に差を認めなかった。

け，さらに交通事故群を受傷者側からみて，四輪車群，

2） 飲酒状況（Table 2）

二輪車群，自転車群，歩行者群の 4 群に分類した。分

搬入時に飲酒が確認された例は，交通事故群では

析項目は年齢，搬入時の飲酒状況，患者搬送方法，

P1998 で 20% であったのに対し， P2004 では 13% と

GCS score， Injury Severity Score（ ISS），頭蓋骨骨折

有意に減少した（p=0.0288）。一方，非交通事故群で

（円蓋部骨折・頭蓋底骨折）
，初回 CT 所見および退院

は P1998, P2004 でそれぞれ 20%, 21% であり，両群間

時転帰である。CT 所見は Traumatic Coma Data Bank

に差を認めなかった。また飲酒状況が評価できなかっ

の

CT 分類 5），転帰は

Glasgow Outcome Scale を用い

た例が P1998, P2004 ともに 20 〜 24% 程度存在した。

て評価した。また交通事故群では安全装置の着用状況

3） 患者搬送方法（Table 3）

についても分析した。統計学的解析には Chi-square

搬送方法は P2004 では交通事故群，非交通事故群

test，Student t-test を用い，5% 未満を有意とした。

ともにヘリコプター搬送がそれぞれ 8.6%, 8.4% と有
意に増加した（交通事故群; p<0.0001，非交通事故群;

Ⅲ ────────────────結

果─

（1）症例数の分布

6 歳以上の重症頭部外傷例は P1998 では交通事故

p=0.0001）。
4） 重症度（GCS, ISS）

GCS score では交通事故群において， GCS 3 〜 5
の最重症例の割合が P2004 で有意に減少した（ p=
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Fig.1 Age distribution in both traffic accident and non-traffic accident groups.
P: project

Table 2 Incidence of alcohol intake in both traffic accident and non-traffic accident groups
Cause of injury
Alcohol intake
No. of cases

Traffic accident
Project 1998

Non-traffic accident

Project 2004

Project 1998

Project 2004

523

429

288

368

Yes

103 (20)

57 (13)

57 (20)

77 (21)

No

307 (59)

267 (62)

174 (60)

215 (58)

Unknown

113 (22)

105 (24)

57 (20)

76 (21)

Parentheses indicate percentage.
Significance: Traffic accident; p=0.0288

Table 3 Means of patient transportation in both traffic accident and non-traffic accident groups
Cause of injury
Transportation

Traffic accident

Non-traffic accident

Project 1998

Project 2004

Project 1998

Project 2004

No. of cases

528

429

291

368

Ambulance

526 (99.6)

391 (91.2)

286 (98.3)

334 (90.8)

Helicopter

1 ( 0.2)

37 ( 8.6)

3 ( 1.0)

31 ( 8.4)

Others

1 ( 0.2)

1 ( 0.2)

2 ( 0.7)

3 ( 0.8)

Parentheses indicate percentage.
Significance: Traffic accident; p<0.0001, Non-traffic accident; p=0.0001

0.0179）。 GCS の 平 均 値 も P1998 で は 5.0 ± 1.8 で

5） 頭蓋骨骨折（円蓋部骨折・頭蓋底骨折）

あったのに対し， P2004 では 5.3 ± 1.8 と増加した。

円蓋部骨折の頻度は交通事故群では P1998 で 53%，

一方，非交通事故群では GCS の分布に差がなく，平

P2004 で 51% と差がなく，また非交通事故群でも

均値は P1998, P2004 でそれぞれ 4.8 ± 1.7, 5.0 ± 1.8 で

P1998, P2004 でそれぞれ 48%, 49% と差を認めなかっ

あった（Fig.2）。また ISS に関しては交通事故群，非

た。

交通事故群ともに両群間に差を認めなかった。
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一方，頭蓋底骨折の頻度は交通事故群では P1998

Fig.2 Distribution of Glasgow Coma Scale score in both traffic accident and non-traffic accident groups.
P: project

Table 4 Initial CT findings in both traffic accident and non-traffic accident groups
Cause of injury
CT findings

Traffic accident
Project 1998

Non-traffic accident

Project 2004

Project 1998

Diffuse injury 1

5 ( 1)

22 ( 5)

Diffuse injury 2

157 (29)

121 (29)

37 (13)

45 (12)

Diffuse injury 3

127 (24)

54 (13)

39 (13)

20 ( 6)

Diffuse injury 4

13 ( 2)

13 ( 3)

3 ( 1)

7 ( 2)

DI Subtotal

302 (56)

210 (50)

79 (27)

86 (24)

Evacuated mass

182 (34)

130 (31)

156 (53)

164 (45)

54 (10)

80 (19)

59 (20)

113 (31)

ML Subtotal

236 (44)

210 (50)

215 (73)

277 (76)

Total

538

420

294

363

Nonevacuated mass

0

Project 2004
14 ( 4)

DI: diffuse injury, ML: mass lesion, Parentheses indicate percentage.
Significance: Traffic accident; p<0.0001, Non-traffic accident; p<0.0001

で 18%， P2004 で 31%，非交通事故群では P1998 で

よび evacuated mass の割合が減少した（両群ともに

12%， P2004 で 21% であり，両群ともに P2004 で有

p<0.0001）。

意に増加した（交通事故群; p<0.0001，非交通事故群;

7） 退院時転帰（Table 5）

p=0.0204）。

退院時の死亡率は交通事故群，非交通事故群とも

6）初回 CT 所見（Table 4）
初回 CT 所見における diffuse injury と mass lesion

に P2004 で，それぞれ 43%, 48% と有意に低下した
（交通事故群; p=0.0069，非交通事故群; p=0.0014）が，

の割合は交通事故群では後者が 50% と最近増加傾向

逆に severe disability（SD），vegetative state（VS）が

（p=0.0590）を示したが，非交通事故群では差を認め

増加した。その結果として good recovery（ GR）と

なかった。また CT 所見全体の分布は交通事故群，

moderate disability（ MD）の転帰良好群の占める割

非交通事故群ともに， P2004 で diffuse injury 3 型お

合は基本的に不変であった。
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Table 5 Outcome at discharge in both traffic accident and non-traffic accident groups
Cause of injury

Traffic accident

GOS

Non-traffic accident

Project 1998

Project 2004

Project 1998

Project 2004

533

429

294

366

Good recovery

57 (11)

58 (14)

27 ( 9)

25 ( 7)

Moderate disability

70 (13)

64 (15)

27 ( 9)

48 (13)

Severe disability

78 (15)

81 (19)

44 (15)

73 (20)

Vegetative state

35 ( 7)

41 (10)

18 ( 6)

46 (13)

293 (54)

185 (43)

178 (61)

174 (48)

No. of cases

Death

GOS: Glasgow Outcome Scale, Parentheses indicate percentage.
Significance: Traffic accident; p=0.0069, Non-traffic accident; p=0.0014

Table 6 Age distribution in traffic accident group
Cause

4 wheel vehicle

Motorcycle

Bicycle

Pedestrian

Age

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

0–9

2

1

1

1

3

5

10

12

10 – 19

19

6

58

28

20

15

7

3

20 – 29

59

20

53

33

5

10

12

6

30 – 39

9

11

8

23

7

6

10

8

40 – 49

6

7

12

13

11

4

9

12

50 – 59

8

9

9

9

21

11

27

20

60 – 69

6

7

11

9

17

23

34

28

70 – 79

2

3

6

7

26

17

31

16

80 –

0

2

5

2

8

5

10

15

Total

101

66

163

125

118

96

150

120

Mean

29.9

39.1

31.6

35.2

51.2

48.6

53.8

53.7

SD

15.2

19.0

19.3

18.3

23.7

24.9

22.2

23.7

24

36

23

31

54

59

59

58

Median

P: project, SD: standard deviation
Significance: 4 wheel vehicle; p=0.0164, Motorcycle; p=0.0133

（3）交通事故の受傷原因別比較

では 24% であったのに対し，P2004 では 12% まで減

1） 年齢分布（Table 6）

少した（p=0.0312）。また四輪車群においても P1998

年齢分布は四輪車群，二輪車群で 10 〜 20 歳代の

の 25% から P2004 の 15% に減少傾向を示したが，

若年者の割合が減少した（四輪車群; p=0.0164，二輪

有意差はなかった。一方，自転車群，歩行者群では

車 群 ; p=0.0133）。 平 均 年 齢 は P2004 の 四 輪 車群で

P1998 と P2004 の間に差を認めなかった。

9.2 歳，二輪車群で 3.6 歳上昇した。自転車群の平均

3） 患者搬送方法（Table 8）

年齢は P2004 で 2.6 歳下降傾向を示したが，その分

搬送方法ではヘリコプター搬送が P2004 の四輪車

布には差がなかった。また歩行者群の年齢は分布，

群，二輪車群，自転車群，歩行者群でそれぞれ 6%，

平均値ともに差を認めなかった。

7%, 15%, 8% と有意に増加した（四輪車群; p= 0.0118，

2） 飲酒状況（Table 7）

二輪車群; p=0.0028，自転車群; p<0.0001，歩行者群;

搬入時に飲酒が確認された例は二輪車群の P1998

p=0.0004）。
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Table 7 Incidence of alcohol intake in traffic accident group
Cause

4 wheel vehicle

Alcohol

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

100

66

158

125

114

96

145

120

Yes

25 (25)

10 (15)

38 (24)

15 (12)

8 ( 7)

8 ( 8)

31 (21)

23 (19)

No

53 (53)

33 (50)

93 (59)

82 (66)

82 (72)

67 (70)

76 (53)

69 (58)

Unknown

22 (22)

23 (35)

27 (17)

28 (22)

24 (21)

21 (22)

38 (26)

28 (23)

No. of cases

Motorcycle

Bicycle

Pedestrian

P: project, Parentheses indicate percentage
Significance: Motorcycle; p=0.0312

Table 8 Means of patient transportation in traffic accident group
Cause

4 wheel vehicle

Alcohol

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

No. of cases

100

66

158

125

114

96

145

120

Ambulance

99 (99)

60 (91)

Helicopter

0

4 ( 6)

1 ( 1)

2 ( 3)

Others

Motorcycle

Bicycle

Pedestrian

159 (99) 116 (93) 116 (100) 82 (85) 146 (100)
1 ( 1)
0

9 ( 7)
0

110 (92)

0

14 (15)

0

10 ( 8)

0

0

0

0

P: project, Parentheses indicate percentage.
Significance: 4 wheel vehicle; p=0.0118, Motorcycle; p=0.0028, Bicycle; p<0.0001, Pedestrian; p=0.0004

Table 9 Safety devices in traffic accident group
SD
Project

Seat belt

Air bag

Helmet

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

97

66

93

66

158

125

Yes

9 ( 9)

14 (21)

3 ( 3)

8 (12)

85 (54)

73 (58)

No

46 (47)

21 (32)

44 (47)

20 (30)

34 (22)

5 ( 4)

Unknown

42 (43)

31 (47)

46 (49)

38 (58)

39 (25)

47 (38)

No. of cases

P: project, Parentheses indicate percentage.
Significance: Seat belt; p=0.0446, Air bag; p=0.0216, Helmet; p<0.0001

4） 安全装置の着用状況（Table 9）

ISS に関しては 4 群ともに，分布および平均値に差

シートベルトの着用率，エアバッグの作動率は

を認めなかった。

P2004 で そ れ ぞ れ 21%, 12% と 有 意 に 増 加 し た
（p=0.0446, p=0.0216）。またヘルメットに関しては

6） 頭蓋骨骨折（円蓋部骨折・頭蓋底骨折）
円蓋部骨折の頻度は四輪車群では P1998 で 45%，

非 着 用 例 の 割 合 が P2004 で 4% ま で 減 少 し た（ p<

P2004 で 42%，二輪車群では P1998 で 48%， P2004

0.0001）。しかしながら安全装置に関する情報が得ら

で 44%，自転車群では P1998 で 69%，P2004 で 60%，

れない例の割合は P2004 でも 38 〜 58% と依然とし

歩行者群では P1998 で 52%， P2004 で 51% であり，

て高率であった。

いずれも差を認めなかった。

5） 重症度（GCS, ISS）
（Table 10）

GCS score は 4 群ともに P2004 で，最重症の 3 〜 5

一方，頭蓋底骨折の頻度は四輪車群では P1998 で

27%， P2004 で 32%，二輪車群では P1998 で 17%，

が減少傾向，平均値が上昇傾向を示した。特に二輪

P2004 で 34%，自転車群では P1998 で 18%， P2004

車 群 で は GCS 3 〜 5 の 割 合 が P1998 の 55% か ら

で 31%，歩行者群では P1998 で 14%，P2004 で 27%

P2004 の 39% へ有意に減少した（ p=0.0070）。一方，

であり，四輪車群を除く 3 群で有意差が認められた
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Table 10 Distribution of Glasgow Coma Scale score in traffic accident group
Cause

4 wheel vehicle

GCS

Motorcycle

Bicycle

Pedestrian

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

3

35

19

54

29

32

21

55

35

4

16

8

19

15

23

16

26

23

5

12

5

17

5

11

8

15

11

6

12

8

19

23

16

18

13

19

7

14

17

32

30

26

16

23

21

8

12

9

22

23

10

17

18

11

Total

101

66

163

125

118

96

150

120

3–5

63 (62)

32 (48)

90 (55)

49 (39)

66 (56)

45 (47)

96 (64)

69 (58)

Mean

4.9

5.3

5.1

5.6

5.1

5.4

4.8

5.0

SD

1.8

1.9

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

1.8

4

6

5

6

5

6

4

5

Median

GCS: Glasgow Coma Scale, P: project, Parentheses indicate percentage.
Significance: 4 wheel vehicle; p=0.0764, Motorcycle; p=0.0070

Table 11 Initial CT findings in traffic accident group
Cause

4 wheel vehicle

Motorcycle

Bicycle

Pedestrian

CT

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

DI 1

1 ( 1)

5 ( 8)

3 ( 2)

6 ( 5)

0

3 ( 3)

1 ( 1)

7 ( 6)

DI 2

31 (31)

29 (44)

58 (35)

42 (35)

20 (17)

14 (15)

46 (31)

31 (26)

DI 3

34 (34)

8 (12)

31 (19)

19 (16)

26 (22)

13 (14)

35 (23)

11 ( 9)

DI 4

3 ( 3)

4 ( 6)

5 ( 3)

4 ( 3)

2 ( 2)

0

3 ( 2)

3 ( 3)

69 (68)

46 (70)

97 (60)

71 (59)

48 (41)

30 (32)

85 (57)

52 (44)

EM

26 (26)

10 (15)

53 (33)

36 (30)

58 (49)

38 (40)

44 (29)

42 (36)

nEM

6 ( 6)

10 (15)

13 ( 8)

13 (11)

12 (10)

27 (28)

21 (14)

24 (20)

ML

32 (32)

20 (30)

66 (40)

49 (41)

70 (59)

65 (68)

65 (43)

66 (57)

101

66

163

120

118

95

150

118

DI
subtotal

subtotal
Total

P: project, DI: diffuse injury, EM: evacuated mass, nEM: nonevacuated mass, ML: mass lesion,
Parentheses indicate percentage.
Significance: 4 wheel vehicle; p=0.0009, Bicycle; p=0.0029, Pedestrian; p=0.0053

（二輪車群 ; p=0.0005，自転車群 ; p=0.0216，歩行者
群; p=0.0092）。

mass が 減 少 し た（ 四 輪 車 群 ; p=0.0009， 自 転 車 群 ;
p=0.0029，歩行者群; p=0.0053）。

7） 初回 CT 所見（Table 11）

8） 退院時転帰（Table 12）

初回 CT 所見における diffuse injury と mass lesion

退院時の死亡率は自転車群を除く 3 群で有意に低

の割合は歩行者群のみで有意差が認められ， diffuse

下し， P2004 における死亡率は四輪車群で 38%，二

injury の 割 合 は P1998 の 57% か ら P2004 の 44% に

輪車群で 33%，歩行者群で 48% であった（四輪車群;

減少した（p=0.0405）。また病変別の分析では，二輪

p=0.0112，二輪車群; p=0.0273，歩行者群; p=0.0346）。

車群を除く 3 群で diffuse injury 3 型および evacuated

しかしながら逆に SD と VS が増加傾向を示し， GR
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Table 12 Outcome at discharge in traffic accident group
Cause

4 wheel vehicle

GOS

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

P1998

P2004

GR

7 ( 7)

8 (12)

25 (15)

25 (20)

11 ( 9)

11 (11)

14 ( 9)

10 ( 8)

MD

13 (13)

12 (18)

31 (19)

23 (18)

14 (12)

13 (14)

10 ( 7)

12 (10)

SD

18 (18)

14 (21)

24 (15)

28 (22)

12 (10)

14 (15)

23 (15)

23 (19)

VS

4 ( 4)

7 (11)

8 ( 5)

8 ( 6)

11 ( 9)

7 ( 7)

12 ( 8)

18 (15)

D

58 (58)

25 (38)

74 (46)

41 (33)

69 (60)

51 (53)

90 (61)

57 (48)

100

66

162

125

117

96

149

120

Total

Motorcycle

Bicycle

Pedestrian

GOS: Glasgow Outcome Scale, GR: good recovery, MD, moderate disability, SD: severe disability,
VS: vegetative state, D: Death, P: project, Parentheses indicate percentage.
Significance in mortality: 4 wheel vehicle; p=0.0112, Motorcycle; p=0.0273, Pedestrian; p=0.0346

と MD の転帰良好群の割合は四輪車群でやや増加傾
向を示したものの， 4 群ともに P1998 と P2004 の間

死者数の分析であったためと考えられた。
飲酒運転については交通事故群で P1998 の 20% か
ら P2004 の 13% へと減少（ 35% 減）しており，減少

に有意差を認めなかった。

率としては交通安全白書 4）に一致した。さらに千葉

Ⅳ ──────────────まとめと考察─
交通事故受傷の重症頭部外傷例における臨床像の

県や茨城県の交通白書では減少率はさらに大きく，
それぞれ 75%, 60% と報告されている 1,2）。また受傷
原因別の検討では飲酒後の受傷は二輪車群で減少し，

最 近 の 動 向 を 検 討 す る た め に ， JNTDB に お け る

四輪車群でも減少傾向を示した。この原因として

P1998 と P2004 のデータを比較分析した。しかし本

2001 年の危険運転致死傷罪の新設， 2002 年， 2007

研究は前述のように，研究協力施設が P1998 では 10

年の飲酒運転の罰則強化などが挙げられる。

施設，P2004 では 19 施設であり，集積されたデータ

一方，安全装置の着用状況については JNTDB で

の地域も異なるため，症例数自体の単純比較は意味

は，シートベルト着用率，エアバッグ作動率が増加

がなく，割合・頻度の比較しかできない。

し，ヘルメットの非着用率が減少した。しかし安全

まず登録症例全体として，最近交通事故群の割合

装置に関する情報が得られなかった例が 25 〜 58%

が有意に減少した。交通安全白書によれば，交通事

も存在したのは問題である（Table 9）。交通安全白書

故の死傷者数，特に死者数は最近減少しており 4），

によると，シートベルトの着用率は 1998 年で 79.7%，

その結果を反映したものと思われた。また年齢別分

2007 年で 89.1% であり 4）， JNTDB の結果と大きな

析では 16 〜 24 歳の減少が著明で，65 歳以上の高齢

乖離がある。安全装置の着用の有無に関して，臨床

者が増加しており

JNTDB データと

の現場で得られる情報量には限界があるかもしれな

一致した。全国的な人口統計でも若年者の減少，高

い。また自転車事故におけるヘルメット着用につい

齢者の増加が示されているが 3），年齢の構成比率で

ては， JNTDB 登録の重症例ではほとんど存在しな

みると，交通事故受傷例は人口の動向以上に若年者

かったため今回言及しなかったが，その有効性はす

が減少し，高齢者が増加していることが判明した 4）。

でに欧米で報告されており 9），今後詳細に検討する

さらに交通事故の受傷原因別に検討してみると，若

必要があると思われた。さらに神経外傷学会として

年者の減少は四輪車群，二輪車群で明らかであった

は，これらの検討結果をもとに，神経外傷のさらな

4），この結果も

が，この結果は交通安全白書

4）のものと一部異なる。

その理由として JNTDB は重症例，交通安全白書は

る減少に向けて，行政機関等に働きかけていく必要
があると考えている。
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搬送方法については，最近ヘリコプターによる搬

おいても不変であった。この原因は交通事故群では

送が交通事故群，非交通事故群ともに，また四輪車，

GCS 3 〜 5 の最重症例の減少が考えられる。一方，

二輪車，自転車，歩行者のすべての群で増加した。

非交通事故群では重症度に差がなく，原因は明らか

これは交通安全白書 4）に記載されているように，救

でない。さらに死亡率低下の原因として，救急搬送

命・救急体制等の整備等によるところが大きいと思

システムの改善，初期治療の向上などが考えられる

われた。しかし JNTDB 登録例においては P1998 と

が， JNTDB 研究では治療に関して，プロトコールが

P2004 の間に，登録施設数の差，搬送の施設間較差

一定でなく，施設間較差もあるため，これ以上の考

があり（ unpublished data），搬送時間の短縮には繋

察は難しいと思われた。

がっていないのが現状である。

以上，JNTDB に登録された交通事故で受傷した重

次に重症度の変化について検討した。 ISS に関し

症頭部外傷例を分析し，その臨床像と転帰の最近の

ては最近変化が認められなかったが， GCS score，

動向が明らかになった。しかし結果の一部は意味付

特に GCS 3 〜 5 の最重症例は交通事故群，特に四輪

けが困難なものもあり，現在検証作業を進めている

車群，二輪車群で減少した。この結果は若年者に多

が， retrospective な検証には限界がある。今後の研

くみられ，重症度が高い交通事故が減少したことに

究では prospective な検証作業を含めたプロトコール

起因するものと思われた 4）。

が必要と考えられた。

頭蓋底骨折の頻度は JNTDB のデータ解析では，
謝

交通事故群，非交通事故群ともに増加し，前者では
特に二輪車群，自転車群，歩行者群で増加した。し

辞

本研究は，
（社）日本損害保険協会より研究助成金を受けた。

かしこれらの結果にはプロトコールの問題がある。
具体的には画像診断が P1998 では頭蓋単純撮影所見
のみであったのに対し， P2004 では CT 所見も加味
した結果である。したがって頭蓋底骨折の頻度につ
いては再検討が必要と考えている。

CT 所見では，最近 diffuse injury 3 型が交通事故
群，非交通事故群ともに減少し，前者では特に四輪
車群，歩行者群で減少した。この原因は明らかでな
いが，若年者の交通事故例が減少したことが一因を
なしていることが推察された。また evacuated mass
も最近交通事故群，非交通事故群ともに減少し，前
者では特に四輪車群，自転車群で減少した。この理
由についても詳細は不明であるが，重症頭部外傷治
療管理のガイドライン 6）の影響，最重症の若年者の
減少，さらに DPC やマンパワー等の影響で最重症例
を手術しなくなったことなどが推定された。
最後に転帰について検討した。退院時転帰は交通
事故群，非交通事故群ともに死亡率が低下し，前者
では四輪車群，二輪車群，歩行者群の 3 群で低下し
た。しかし GR + MD の転帰良好例はいずれの群に
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重症頭部外傷に地域差は
あるか？：
日本頭部外傷データバンク
と宮城頭部外傷研究会
多施設共同登録調査の比較

Does occurrence of severe head injury have
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In order to elucidate the regional characteristics of severe head
injury in Japan, data from Japan Neurotrauma Data Bank
(JNTDB) and Miyagi Neurotrauma Data Bank (Miyagi) were
retrospectively analyzed. There were 1491 head injured patients
with GCS ≦8 (722 cases in 1998 – 2000 and 769 cases in 2004 –
2006) from 10 and 19 hospitals in JNTDB, whereas Miyagi had
1115 head injured patients with GCS ≦ 8 admitted to the 17
neurosurgical departments in Miyagi prefecture between July
1995 and December 2006. The comparative analysis of these two
projects was made from the viewpoints of age distribution,
cause of head injury, pathology, outcome, and sequential
changes. The results showed 1) the age distribution of all cases,
GCS on admission and the age distribution of two major causes
(motor vehicle accident and fall) did not show statistical difference between the two studies, 2) the age distribution of 4-wheel,
bicycle and pedestrian accidents did not show statistical difference, but the occurrence of automobile accidents was more in
Miyagi, and motor cycle accidents was more in younger generation of JNTDB, 3) the varied definition of pathology among the
projects has made it difficult to obtain reliable results, 4) the
outcome at discharge and age was almost identical between the
two projects; the poor outcome clearly increased with age in
both projects, 5) the analysis of chronological change showed
motor vehicle accidents statistically decreased in number between
1998 – 2000 and 2004 – 2006 in both JNTDB and Miyagi, and it
decreased statistically in younger generation of JNTDB. In
conclusion, the comparison of JNTDB and Miyagi showed only
small regional differences in severe head injury.

（Neurotraumatology 31: 131–138, 2008）
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Ⅰ──────────────はじめに ─
重症頭部外傷臨床疫学的調査の目的は，「頭部
外傷の予防，治療，リハビリテーション，予後
などの研究，患者家族が最も期待する対策追求
を通じて社会的貢献を一層向上しようとするも
の」16） である。このような観点から本邦では全
国レベルの試みとして日本神経外傷学会が「頭部
外傷データバンク検討委員会」を発足させ，
「日本

Fig.1 Age distribution (including CPAOA).
(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank)

頭部外傷データバンク（Japan Neurotrauma Data

Bank: JNTDB）」への重症頭部外傷データ集積を
行ってきた 8,9,12,15,16,17）。一方，われわれは宮城県
内すべての脳神経外科施設に入院した頭部外傷
患者の登録事業を宮城頭部外傷研究会多施設共
同調査（以下，Miyagi）として 1995 年に開始し，

population based に近い形でデータ集積を行って
きた 10,11）。本稿では全国と宮城県のデータバン
ク登録症例の比較検討を行い，重症頭部外傷の
地域差について検討したので報告する。

Fig.2 GCS on admission (including CPAOA).
(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank , GCS: Glasgow Coma Scale)

Ⅱ────────────────対象と方法 ─

ロジェクト 2004（ 2004 年 7 月から 2006 年 6 月）の 2

Miyagi は，宮城県内の脳神経外科施設に入院した

つが登録され，指定研究施設は前者が 10 施設，後者

頭部外傷症例（cardio-pulmonary arrest on admission

が 19 施設である 16,18）。登録症例数はそれぞれ 1002

（CPAOA）および外来死亡を含む）の登録事業 10,11）

例， 912 例であるが，このうち仙台市立病院を除外

である。参加施設は東北大学，仙台医療センター，

し，かつ来院時 GCS 8 以下の重症頭部外傷はそれぞ

広南病院，仙台徳州会病院，泉病院，南東北病院，

れ 722 例， 769 例であり，これらの合計 1491 例を比

仙石病院，仙台東脳神経外科病院，赤石病院，石巻

較検討対象とした。

赤十字病院，気仙沼市立病院，大崎市民病院，古川

JNTDB プロジェクト 1998，プロジェクト 2004 お

星陵病院，宮城病院，公立刈田総合病院，みやぎ県

よび Miyagi の 3 つの登録研究データシート項目内容

南中核病院，仙台市立病院の 17 施設である。

がそれぞれ異なっていることから，共通項目として

1995 年 7 月から 2006 年 12 月の間に Miyagi に登録

受傷機転，来院時 GCS，病態，退院時転帰を選択し

された症例は 10373 例であり，慢性硬膜下血腫を除

年齢層別の検討を行った。病態，転帰については

外した急性期入院症例は 9076 例であった。このうち

CPAOA を除外して検討したが，病態の定義につい

来院時 Glasgow Coma Scale（ GCS）8 以下の重症頭

て必ずしも 3 つのプロジェクト間で一致していると

部外傷 1115 例を今回の比較検討対象とした。

言い難い部分がある事実は留意すべき点である。

一方，日本頭部外傷データバンク JNTDB にはプ

さらに，受傷機転について経時的変化の検討を行っ

ロジェクト 1998（1998 年 1 月から 2000 年 12 月）とプ

たが，JNTDB については仙台市立病院を除き 2 つの
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プロジェクトに参加した 8 施設（千葉県救急医療
センター，日本大学医学部，昭和大学医学部，
国立病院機構東京災害医療センター，聖マリア
ンナ医科大学，済生会滋賀県病院，久留米大学
医学部，熊本赤十字病院）の重症頭部外傷デー
タを抽出し，さらにプロジェクト 2004 に関して
は 2 年間の登録であることから症例数を 1.5 倍
して比較を行った。一方， Miyagi については，
Fig.3 Cause of motor vehicle accident (including CPAOA).
*p<0.01

(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank)

1998 〜 2000 年 の 前 半 3 年 間 と 2004 〜 2006 年
の後半 3 年間の重症頭部外傷を抽出して比較検
討を行った。
なお， JNTDB プロジェクト 1998 は対象を 6
歳以上としているが，プロジェクト 2004 におけ
る 6 歳未満かつ GCS 8 以下の症例は 769 例中 22
例，2.9% にすぎないため今回の検討は全年齢層
について行った。
統計学的検討は Kolmogorov-Smirnov 検定お
よびχ2 検定を用いた。

Fig.4 Motor vehicle accident and age (including CPAOA).
(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank)

Ⅲ ──────────────結

果─

（1）年齢別発生頻度

5 歳ごとの年齢別分布を検討すると， 10 歳代
後半から 20 歳代前半と 60 〜 70 歳代を中心とす
る 2 つのピークが JNTDB と Miyagi 共に認めら
れた（Fig.1）。Miyagi において 10 歳代後半から

20 歳代前半の比率が JNTDB よりやや高く，ま
Fig.5 Fall and age (including CPAOA).
(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank)

た 75 歳以降の後期高齢者に比率も高い傾向が
あったが，両群の分布に有意差は認められな
かった。
（2）来院時 GCS

2 つのプロジェクトの間に有意差は認められ
なかった（Fig.2）
。
（3）受傷機転
受傷機転は両群とも交通事故が最多で，次い
Fig.6 4-wheel vehicle accident and age (including CPAOA).

で転落・転倒であった。交通事故の内訳をみる

(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank)
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と自動車事故の発生だけが Miyagi で多く，統
計学的有意差が認められた（Fig.3）
。
交通事故と年齢の関係を検討すると，10 代後
半が最多で，10 代後半から 20 代前半に突出した
ピークを認め，両群の分布に有意差は認められ
なかった（Fig.4）
。一方，転倒・転落による頭部
外傷入院症例の年齢分布は 50 歳代後半から 80
歳 代 前 半 に 幅 広 い ピ ー ク を 認 め ， JNTDB と
Fig.7 Motor cycle accident and age (including CPAOA).
*p<0.01, #p<0.05

(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank)

Miyagi 両群間の年齢分布に有意差は認められな
か っ た（ Fig.5）。 交 通 事 故 ， 転 倒 ・ 転 落 と も

Miyagi において高齢者のピークがより高年齢層
にシフトしている傾向が認められた。
交通事故の内訳を検討すると，自動車事故は

20 歳代前半が最多で， 10 代後半から 20 歳代後
半にピークが認められた（Fig.6）。自動二輪事故
は 10 代後半が最多で，次いで 20 歳代に集中し
ていたが， JNTDB において若年層のピークが

Miyagi よりも有意に高い結果であった（Fig.7）。
Fig.8 Bicycle accident and age (including CPAOA).
(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank)

これに対し，自転車事故は若年層と高齢者層の

2 つのゆるやかなピークが認められた（Fig.8）。
歩行者事故は 5 〜 9 歳に急峻なピークと，50 〜

70 歳代に 2 つめのピークを認めた（Fig.9）。自
動車事故，自転車事故，歩行者事故においては

JNTDB と Miyagi 両群の年齢分布に有意差は認
められなかった。
（4）病態
Fig.9 Pedestrian accident and age (including CPAOA).
(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank)

病態の発生頻度をを 2 つのプロジェクト間で
比較すると，急性硬膜下血腫の発生頻度は

JNTDB で高く，逆に急性硬膜外血腫，脳挫傷
は Miyagi で発生頻度が高く，び漫性脳損傷は
両群間に有意差は認めなかった（Fig.10）
。
（5）転帰
退院時の転帰を Glasgow Outcome Scale で検
討してみると，両プロジェクト共に極めて強い年
齢相関が認められ，加齢に伴って予後不良例の
Fig.10 Pathology (excluding CPAOA). *p<0.01, #p<0.05
(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank, ASDH: acute subdural hematoma, AEDH: acute epidural hematoma, DBI: diffuse brain injury)
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増加することが明らかとなった（Fig.11, Fig.12）
。

（6）経時変化
受傷機転別の経時的変化の検討では，JNTDB，

Miyagi 両プロジェクトとも交通事故による重症
頭部外傷の発生が 1998 〜 2000 に比較して 2004
〜 2006 において有意に減少していた（Fig.13）。
さらに交通事故における年齢別発生頻度を両プ
ロジェクト間で検討してみると，JNTDB におい
Fig.11 Outcome at discharge and age (JNTDB, excluding
CPAOA). (JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank)

て若年層，特に 20 歳代後半に有意な減少を認め
た（Fig.14）が，Miyagi では年代別の有意な変化
は認められなかった。

Ⅳ ──────────────考

察─

（1）年齢別発生頻度
年齢別発生頻度は 10 歳代後半から 20 歳代前
半と 60 〜 70 歳代を中心とする 2 つのピークが

JNTDB と Miyagi 共に認められた。このような若
Fig.12 Outcome at discharge and age (Miyagi, excluding
CPAOA).

年者層と高年齢者層の 2 峰性のピークは本邦に
おける従来の報告でも指摘されているが 9,19,20），
欧米からの報告 7）では高齢者層のピークは認め
られず，世界レベルでは地域による年齢分布に
違いのあることが示唆された。包括的な外傷
データベースである米国の National Traumatic

Data Bank 5） では 10 代後半から 20 歳代前半に
ピークがあり，以後年齢と共に漸減していたが，
日本版の Japan Trauma Data Bank 6）では JNTDB，

Miyagi 同様 2 峰性の年齢分布を示しており，頭
Fig.13 Chronological changes of JNTDB and Miyagi (including CPAOA). *p<0.01, ,#p<0.05 (JNTDB: Japan Neurotrauma
Data Bank, MVA: motor vehicle accident)

部外傷のみならず外傷全般においても年齢分布
に世界的な地域差が存在すると考えられた。一
方，National Traumatic Data Bank および Japan

Trauma Data Bank 両者において若年者に交通事
故が多く，高齢者で転倒・転落による受傷が増
加するのは JNTDB および Miyagi の頭部外傷
データバンクと同様の所見であった。
（2）来院時 GCS

2 つのプロジェクトの間に有意差は認められ
Fig.14 Motor vehicle accident in JNTDB 1998 and 2004 (modified) (including CPAOA).
#p<0.05

ず，全国と宮城県の間には頭部外傷の重症度に

(JNTDB: Japan Neurotrauma Data Bank)
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地域差がないことが明らかとなった。

している。一方，Miyagi では局所性脳損傷とび漫性
脳損傷に大別し，局所性脳損傷については急性硬膜

（3）受傷機転

外血腫，急性硬膜下血腫，脳挫傷，基底核出血を重

重症頭部外傷の 2 大原因である交通事故と転落・

複選択可とする形式とし，び漫性脳損傷については

転倒の年齢分布には 2 つのプロジェクトの間に有意

外傷性くも膜下出血，脳幹部損傷，脳室内出血，大

差はなく，地域差は認められなかった。 JNTDB と

脳半球深部白質出血，脳梁損傷，び漫性脳腫脹など

Miyagi の間に統計学的有意差が認められたのは，自

の CT 所見に加えて臨床診断である mild concussion,

動車事故全体の発生が Miyagi で多く，自動二輪事故

classical concussion, mild DAI（diffuse axonal injury），

が JNTDB 若年層において多く発生していたことの 2

moderate DAI, sever DAI 2）を重複選択可としている。

点のみで，その他受傷機転に地域差は認められな

このように病態診断に関するデータシート記入項

かった。自動車事故による重症頭部外傷が宮城県内

目の定義，記載方式，重複選択の制限等が 3 つのプ

で多く発生した理由として，JNTDB 参加施設の多く

ロジェクト間で異なっていることから今回の統計学

は交通公共機関網の整備された首都圏の施設であり，

的有意差が実態を反映しているとは必ずしも言えな

これに対し宮城県では公共交通機関網が未整備で必

いと考えられた。

然的に自動車を利用する機会の多いことも考えられ
た。しかし，JNTDB 参加施設には首都圏以外の施設

（5）転帰

も含まれており，自動車事故による重症頭部外傷の

重症頭部外傷の退院時の転帰は年齢と強い相関関

発生頻度差，また若年層における自動二輪事故の発

係が 2 つのプロジェクトで共に認められ，加齢と共

生頻度差の要因を説明することは困難であった。

に予後不良例の増加することが明らかで，多数の報
告結果 1,3,7,9,13）を支持するものであった。また頭部外

（4）病態

傷のみならず外傷全般のデータベースにおいても加

急性硬膜下血腫の発生頻度は JNTDB で高く，逆
に急性硬膜外血腫，脳挫傷は Miyagi で発生頻度が高

齢と共に死亡率の上昇が認められており 5,6），今回の

2 つのプロジェクトと同様の結果であった。

く，び漫性脳損傷は両群間に有意差は認めなかった。
しかし年齢や受傷機転とは異なり，病態について

（6）経時変化

比較を行う上で今回の検討には幾つかの問題点が含

最近数年間，重症頭部外傷患者数が減少している

ま れ て い る こ と に は 注 意 が 必 要 で あ る 。 JNTDB

実感を各地域の脳神経外科医・救急医は共有してき

1998 では CT 所見から病態を局所性脳損傷とび漫性

たように思われる。今回の検討を通じて JNTDB に

脳損傷に大別し，局所性脳損傷については最大 3 カ

おいても，また Miyagi においても重症頭部外傷受傷

所までの病変（急性硬膜下血腫，急性硬膜外血腫，

機 転 第 1 位 の 交 通 事 故 が 1998 〜 2000 年 に 比 べ て

脳内血腫，脳挫傷）を順に選択，び漫性脳損傷につ

2004 〜 2006 年には明らかに減少していること，ま

いては Traumatic Coma Data Bank（ TCDB）分類 14）

た JNTDB において若年層の交通事故に起因する重

のほかに脳梁損傷，基底核部損傷，大脳白質損傷，

症頭部外傷が減少していることが明らかとなった。

脳幹出血，くも膜下出血，脳室内出血の所見があれ

この要因として道路交通法の改正に伴う罰則強化が

ばび漫性脳損傷の診断を選択するような形式となっ

あげられる。すなわち，2001 年の危険運転致死傷罪，

ている

16）。これに対し

JNTDB 2004 では TCDB 分

2002 年の酒酔い運転・酒気帯び運転・死亡事故など

類を全面的に採用し，これに加えて急性硬膜外血腫，

悪質・危険な違反の罰則強化，2004 年の走行中携帯

急性硬膜下血腫，脳内血腫，脳挫傷を重複選択可と

電話等使用の罰則強化であり，これらの効果が今回
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の結果となって現れたと考える。さらに今回の検討

自動車事故に起因する症例が Miyagi で多く，

期間後も 2007 年の飲酒運転・飲酒検知拒否に対する

また自動二輪事故が JNTDB の若年層で有意に

罰則強化，2008 年の後部座席のシートベルト着用義

多かった。

務化などが続いている 4）。

4）病態は項目の内容・定義，入力方法がプロジェ
クト間で異なっており，統計学的処理結果が必

Ⅴ ────────────────おわりに─
本邦における全国レベルと宮城県の 2 つの頭部外
傷データバンクの比較検討の結果，重症頭部外傷の

ずしも実態を反映しない可能性があった。

5）退院時転帰は 2 つのプロジェクト間で概ね良く
一致しており，加齢に伴って予後不良例が増加
した。

年齢分布，受傷機転，退院時転帰は概ねよく一致し

6）1998 〜 2000 年と 2004 〜 2006 年の経時的変化

ており，地域差は極めて少ないという結果が得られ

は， JNTDB， Miyagi 両プロジェクトとも交通

た。一方，複数のデータバンクを比較する際には，

事故による重症頭部外傷の減少， JNTDB にお

母集団の年齢構成が重要な要素であるが 9），データ

いては若年層の交通事故の減少が有意に認めら

項目の定義，内容，入力方法の違いも大きな誤差を

れた。

生ずる原因となり得ることを強調したい。
道路交通法の改正など社会的政策の変更や年代別

7）重症頭部外傷の発生，受傷機転，年齢分布等に
地域差は少ない。

人口構成の変化に伴って重症頭部外傷の受傷機転も
謝

また時代とともに変化している。頭部外傷に対する
予防策も疫学的研究データに基づいて検証され，さ
らに計画，実行のサイクルが形成されねばならない。
大きな社会的損失をもたらす重症頭部外傷発生予防
のためにも，頭部外傷データバンクを通じて得られ

辞

本研究は，
（社）日本損害保険協会より研究助成金を受けた。
また，宮城頭部外傷研究会多施設共同登録調査に御協力
頂きました宮城県内脳神経外科施設の諸先生方に深謝申
し上げます。

る貴重な情報を社会に発信していくことも我々に科
せられた社会的使命であろう。

Ⅵ ─────────────────まとめ ─
1）日本頭部外傷データバンク（JNTDB 1998, 2004）
と宮城頭部外傷研究会多施設共同調査（Miyagi）
の 2 つのプロジェクトを年齢分布，受傷機転，
病態，退院時転帰，経時変化の観点から比較検
討した。

2）年齢分布，来院時 GCS，交通事故および転倒・
転落の年齢分布に統計学的有意差は認められな
かった。

3）交通事故の内訳をみると，自動車事故，自転車
事故，歩行者事故においては 2 つのプロジェク
トの年齢分布に有意差は認められなかったが，
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Objective: The number of institutions participating in the Japan
Neurotrauma Data Bank was 10 in 1998, but it increased to 19 in
2004. The data of the institutions participating in 1998 and in
2004 were compared.
Methods: The 637 cases in 1998 (1998 group) and the 464 cases
in 2004 (2004 group) were reviewed.
Results: There were no significant differences in the distributions
of age, gender, and admission Glasgow Coma Scale between the
two groups. The most common type of injury was a traffic accident, over 50% in both groups. The most commonly injured was
the passenger, while the least commonly injured was the driver.
In non-traffic accident cases, the most common injury was a fall
in both groups. There were no significant differences in the
distributions of the admission injury severity score and the
discharge Glasgow Outcome Scale between the two groups. On
head CT, more patients had a mass lesion (ML) than diffuse
injury. The proportion with ML was higher in the 2004 group
than in the 1998 group. Among patients with MLs, there were
more evacuated mass lesions (EMLs) than non evacuated mass
lesions in both groups. However, the proportion of EMLs and
the proportion of skull base fractures were significantly higher
in the 2004 group than in the 1998 group.
Conclusion: There were no significant differences in the patients’
background characteristics between the 1998 group and the 2004
group. But, the proportions of patients with mass lesions, evacuated mass lesions, and skull base fractures were higher in the
2004 group than in the 1998 group.

Ⅰ ────────────────はじめに ─
日 本 頭 部 外 傷 デ ー タ バ ン ク（ Japan Neurotrauma

にはプロジェクト 1998（1998 〜 2001 年）とプロジェ
クト 2004（2004 〜 2006 年）の 2 つがある。

Data Bank: JNTDB）は，日本の重症頭部外傷に対す

プロジェクト 2004 が前回のプロジェクト 1998 と

る初めての大規模な医学的疫学調査であるが，これ

異なる点は，① 年齢を 6 歳以上から全年齢に広げた
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Table 1 Collaborating research institutions and number
of cases
1998 年グループ（9 施設）

登録症例数

Ⅱ────────────────対象と方法 ─
1998 グ ル ー プ に つ い て は 2004 年 7 月 8 日 か ら

仙台市立病院

脳神経外科

92

千葉県救急医療センター

脳神経外科

154

日本大学医学部

脳神経外科

29

ループについては 2004 年 7 月 1 日から 2007 年 5 月

昭和大学医学部

救急医学

48

18 日までに登録された 464 例を対象とした。ただし，

84

検討項目によっては無効とせざるを得ないデータも
あり，その際には項目毎に有効数を比較し，可及的

国立病院機構災害医療センター 脳神経外科
聖マリアンナ医科大学

脳神経外科

7

済生会滋賀県病院

脳神経外科

43

久留米大学医学部

脳神経外科

87

熊本赤十字病院

脳神経外科

93

2004 年グループ（10 施設）

登録症例数

2007 年 5 月 1 日 ま で に 登 録 さ れ た 637 例 ， 2004 グ

に登録されたデータを検討するようにした。

JNTDB 登録の対象は，① 来院時または 48 時間以
内に意識レベルが Glasgow Coma Scale（ GCS）で 8
点以下を示した症例および ② 開頭手術を施行した症

千葉県循環器病センター

脳神経外科

12

東京慈恵会医科大学柏病院

脳神経外科

16

日本医科大学

救急医学

92

以上のデータを用い患者像として，年齢，性別，

東京医科大学

脳神経外科

39

来院時 GCS，受傷機転，頭部 CT 所見，頭蓋底骨折，

帝京大学医学部

救急医学

64

武蔵野赤十字病院

脳神経外科

70

Injury Severity Score（ ISS）， 退 院 時 転 帰 Glasgow

東海大学医学部

脳神経外科

97

京都九条病院

脳神経外科

24

香川大学医学部

脳神経外科

20

山口大学医学部

脳神経外科

30

例である。

Outcome Scale（GOS）の項目を 1998 グループと 2004
グループの間で比較検討した。
統計学的解析には Pearson の χ2 検定（受傷機転，
，Fisher の直接法（性別，受傷機転，頭部
退院時 GOS）

CT 所見，頭蓋底骨折），Mann-Whitney の U 検定（年
齢，来院時 GCS，ISS）を用い，p<0.05 を有意差あり
点，② データ収集施設を 10 施設から 19 施設へ増や

と判定した。統計処理は SPSS 15.0J for Windows を

し（Table 1），③ データ収集期間を 3 年から 2 年間

使用した。

に短縮した点，④ データシートの項目数を 392 から

120 へと簡素化した点にある 8）。
データバンクに参加する施設は，いずれも脳神経
外科医が頭部外傷の診療に積極的に関わっている施

Ⅲ ────────────────結

果─

（1）年齢

設であるが，仮にプロジェクト 1998 より参加してい

いずれも 20 歳台と 60 〜 70 歳台を中心とする二峰

る施設（以下， 1998 グループと略す）とプロジェク

性の年齢分布を認めた（Fig.1）。年齢のデータは正規

ト 2004 より参加している施設（以下，2004 グループ

分布していないので Mann-Whitney の U 検定を用い,

と略す）の間でデータに偏りが出てくると，プロ

その結果両群間に有意な差を認めなかった。ただし，

ジェクト 1998 のデータとプロジェクト 2004 のデー

20 歳未満の年齢層は 2004 グループで登録が少ない

タを比較するにあたり，施設間の偏りを考慮しなけ

傾向があった。

ればならなくなる。
そこでプロジェクト 2004 において， 1998 グルー
プと 2004 グループの患者像のデータを比較し，その
間に差異があるのか否かを検討した。
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（2）性別
性別は 1998 グループが男 71.1% ・女 28.9%， 2004
グループが男 69.8% ・女 30.2% であり，いずれも男

Table 2
group of 1998

group of 2004

method of analysis

P value

Total

number of cases

637

464

Age

average

49.6

51.4

Mann-Whitney’s U test

p=0.345

Gender

% of male

71.10 %

69.80 %

Fisher’s test

p=0.688

7.1

6.9

Mann-Whitney’s U test

p=0.547

26

26.3

Mann-Whitney’s U test

p=0.319

53.10 %

52.20 %

Fisher’s test

p=0.760

Fisher’s test

p=0.209

Person’s χ2 test

p=0.32

GCS at admission
average
Injury Severity Score
average
Etiology of injury
% of traffic accident
cases of non-traffic accident
% of fall

79.60 %

84.30 %

% of bruise

5.10 %

8.80 %

cases of traffic accident
occupant of motorcar

18.20 %

12.00 %

occupant of motorbike

27.50 %

29.30 %

occupant of bicyle

28.40 %

23.60 %

pedestrian

25.90 %

35.10 %

CT classification
% of diffuse injury

74.10 %

25.90 %

Fisher’s test

p<0.0001

% of evacuated mass lesion

50.80 %

77.30 %

Fisher’s test

p<0.0001

22.80 %

32.20 %

Fisher’s test

p=0.001

Person’s χ2 test

p=0.65

Incidence of skull base fracture
% of skull base fracture
GOS at discharge
% of good recovery

16.70 %

14.90 %

% of moderate disability

16.70 %

17.50 %

% of severe disability

19.50 %

20.70 %

% of vegetative state

7.20 %

11.90 %

% of death

39.90 %

35.00 %

女比 7 : 3 と有意差を認めなかった（Fisher の直接法，
Table 2）
。
（3）来院時 GCS
平均来院時 GCS は 1998 グループが 7.1， 2004 グ
ループが 6.9 であり，有意差を認めなかった（Mann-

Whitney の U 検定）。また，いずれも GCS 3 が最多
であった（Fig.2）
。
Fig.1 Distribution of age in two groups.
（4）受傷機転
受傷機転をまず，交通事故・非交通事故に 2 分する

間で有意差はなかった（Fisher の直接法，Table 2）
。

と，1998 グループ 53.1%， 2004 グループ 52.2% とい

交通事故の内訳についてみてみると，歩行者の受

ずれも交通事故が最多で 5 割を占めており，両施設群

傷 は 1998 グ ル ー プ で 25.9% で あ り ， 他 方 2004 グ
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Fig.2 Distribution of Glasgow Coma Scale at admission
in two groups.

Fig.3 The injured in traffic accident classified in occupant of motorcar，occupant of motorbike，occupant of
bicycle and pedestrian in two groups.

Fig.4-A CT findings classified in mass lesion and diffuse
injury according to classification of traumatic coma data
bank in two groups.

Fig.4-B CT findings of mass lesion classified in evacuated mass lesion and non-evacuated mass lesion according to classification of traumatic coma data bank in two
groups.

ML: mass lesion, DI: diffuse injury

EML: evacuated mass lesion, NEML: non-evacuated mass
lesion

ループでは 35.1% とその比率は 2004 グループで高い

の頭部外傷 CT 分類 4）に従い，diffuse injury（DI）と

傾向があった（Fig.3）。また，いずれも四輪車乗車中

mass lesion（ML）の 2 群に分類すると，1998 グルー

の受傷は最下位であった。四輪車乗車中の受傷は

プ・ 2004 グループともに ML が優位であるが，その

1998 グループが 18.2% であり，これに対し 2004 グ

比率は 1998 グループでは，ML 59.0% ・ DI 41.0% で

ループは 12.0% とその比率は 2004 グループの方が低

あ る の に 対 し ， 2004 グ ル ー プ に お い て は ML

い傾向にあった。しかし，両グループの間に統計学

74.1% ・ DI 25.9% と 2004 グループの方が有意に高

的 な 有 意 差 を 認 め な か っ た（ Pearson の χ 2 検 定 ，

かった（p<0.0001，Fisher の直接法）
（Fig.4-A）
。

Table 2）。

ML をさらに evacuated mass lesion（EML）と non-

非交通事故を，転落・転倒，打撲，その他に 3 分

evacuated mass lesion（ NEML）に分類すると， 1998

すると両施設群ともに転倒・転落が 8 割を占め

グ ル ー プ・ 2004 グ ル ー プ い ず れ も EML が 優 位 で

（1998 グループ 79.6%，2004 グループ 84.3%），その

あった。ただし， 1998 グループでは EML 50.8% ・

間 に 有 意 差 を 認 め な か っ た（ Pearson の χ 2 検 定 ，

NEML 49.2% と拮抗しているのに対し，2004 グルー

Table 2）。

プでは EML 77.3% ・ NEML 22.7% と明らかに EML
の比率が高く，両施設群の間で有意差が認められた

（5）頭部 CT 所見
頭部 CT 所見を Traumatic Coma Data Bank（TCDB）
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（p<0.0001，Fisher の直接法）
（Fig.4-B）
。

Fig.5 Ratio of skull base fracture in examined case in
two groups.

Fig.6 Distribution of Injury Severity Score in two groups.

（6）頭蓋底骨折

1998 グループにおいて頭蓋底骨折を検索した症例
（有効数 549）のうち，22.8% に頭蓋底骨折を認めた。
他方，2004 グループでは頭蓋底骨折を検索した症例
（有効数 413）のうち， 32.2% に頭蓋底骨折を認め，

1998 グループと比較するとその比率は有意に高かっ
た（p=0.001，Fisher の直接法）
（Fig.5）
。

Fig.7 Outcome of the patients at discharge in two groups.
D: death, VS: vegetative state, SD: severe disability, MD:
moderate disability, GR: good recovery

（7）Injury Severity Score（ISS）

ISS の 平 均 は 1998 グ ル ー プ 26.0（ 有 効 数 549），
2004 グループ 26.3（有効数 413）と有意差を認めな
かった（Mann-Whitney の U 検定，Fig.6）
。

た，両グループともに EML 優位ではあるものの，

EML : NEML の比率に有意差を認めた。本稿ではこ
（8）転帰（GOS）

の理由を確定することはできなかったが，前回のプ

退院時 GOS はいずれも death が最も多く（1998 グ

ロジェクト 1998 の報告において頭部外傷分類自体の

ループ： 39.9%，2004 グループ： 35.0%），両グルー

困難さが挙げられていることは考慮すべきと思われ

プの間で有意差を認めなかった。また good recovery

る 7）。重症頭部外傷の病態はきわめて複雑であるた

（GR）と moderate disability（ MD）を合わせた転帰

め，入力するデータ項目の設定は CT を中心とする

良好例を検討すると， 1998 グループは 33.4%（ GR:

画像診断に偏重せざるを得ない 7）。プロジェクト

16.7%， MD: 16.7%）， 2004 グループは 32.4%（ GR:

2004 の患者登録フォーマットは TCDB 分類により記

14.9%，MD: 17.5%）であって統計学的有意差を認め

載することとなっていたが， TCDB 分類では， CT

。
なかった（Pearson のχ2 検定，Fig.7）

上， 25 cc 以上の high or mixed density（主として血
腫）を示すものを mass lesion， 25 cc 以下のものを

Ⅳ ────────────────考

察─

頭部 CT 所見では，両グループともに ML 優位で
はあったが， ML : DI の比率に有意差を生じた。ま

diffuse injury に大別している。例えば血腫量の計測
において，画像判定者により認定が異なってくる可
能性もある。また， TCDB の CT 分類における DI，

ML に二分できない混合型の画像所見が指摘されて
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いる

7）。

さ ら に ， evacuated mass lesion か non-

る症状がどれ位の比率で存在したかは不明であるが，

evacuated mass lesion か の 分 類 に は ， 個 々 の 医 師 ，

2004 グループにおいてそれらの症状が多く存在し，

あるいは施設内での判定基準により画像所見の評価

頭蓋底骨折の検索がなされたのかもしれない。ある

が左右されることも考えられる。ただ，これについ

いは 2004 グループにおいてはそれらの症状が判明し

ては重症頭部外傷治療・管理のガイドライン 5,6） の

な く て も 頭 蓋 底 骨 折 検 索 の た め の thin slice bone

策定により治療が均一化してくれば自ずと画像所見

image CT 等を施行した症例が多かったのかもしれな

の判定も均一化される可能性もある。

い。頭蓋底骨折は遅発性・反復性の髄膜炎の原因と

頭蓋底骨折を検索された症例において，頭蓋底骨

なり得るものであり，受傷後の ADL さらには家庭・

折が認められた頻度は 2004 グループの方が 1998 グ

社会復帰後の QOL の向上を阻害する因子となり得る

ループよりも有意に高かった。個々の施設において

点からしても頭蓋底骨折の検索は重要であろう。今

データバンクに登録した症例に対する頭蓋底骨折の

後のデータ集積にあたっては，検査の標準化も必要

比率が 40% を上回る施設は， 2004 グループでは 10

となるかもしれないと思われる。

施設中 4 施設あるのに対して， 1998 グループでは 9

頭部 CT 所見および頭蓋底骨折について 1998 グ

施設中 1 施設のみであった。特に 2004 グループの中

ループと 2004 グループの間で有意差は認められたも

には頭蓋底骨折の頻度が 70% となる施設もあった。

のの，全体的には 1998 グループと 2004 グループの

このように頭蓋底骨折の頻度についてばらつきがみ

間では，救急来院する外傷患者像に概ね差異はない

られる理由は明らかではないが，診断の要素の関与

ものと思われた。

を必ずしも否定できないかと思われる。頭蓋底骨折

プロジェクト 2004 ではデータ収集施設がプロジェ

を診断するにあたりどのような検査が施行されたの

クト 1998 の 10 施設から 19 施設に拡大された。特に

か，データ上詳細は不明である。頭蓋底骨折は通常

関東地方では参加施設が 13 と充実し，近畿地方は 1

の頭蓋単純写で診断することは困難であり，むしろ

施設が追加され，更に中国，四国では今回新たに参

症状，例えば鼻漏，耳出血，骨折部に近接した部位

加施設を得た。

の皮下出血，脳神経麻痺などの症状があった場合に

他方，前回のプロジェクト 1998 の関心項目の 1 つ

頭蓋底骨折を疑い， bone image CT にて診断を確定

として頭部外傷発生の地域差が挙げられていた 5）。

するとされる 2）。他方，気脳症の存在は頭蓋底骨折

参加施設においては，頭部外傷に対して，常に高度

を疑わせる 3）。さらに副鼻腔や mastoid air cell の出

な水準を維持した救急医療がなされているはずであ

血が頭蓋底骨折を示唆する点は留意されるべきであ

る。また，ガイドラインが策定され 5,6）， EBM に基

る。このような頭蓋底骨折を疑わせる症状や initial

づき効果の立証されていない治療が無秩序に行われ

CT での頭蓋内空気の所見は頭蓋底骨折を検索する端

ることを抑制し 1），治療を標準化することが目指さ

緒となるであろう。しかし，これらの端緒が認めら

れている。このように考えると，少なくとも参加施

れない場合，頭蓋単純写や initial bone image CT に

設においては今後，治療の均一化が進む可能性があ

加えて更に 3D bone image CT，thin slice bone image

る。とすると，治療行為以外の要素，例えば治療圏

CT 等を施行するか否かは施設により異なる可能性が

に居住する患者像（平均年齢など）が現在よりも更に

ある。この点，1998 グループでは頭蓋底骨折のうち

転帰に反映される可能性があると思われる。ただし

61.6% に頭蓋内空気を認めたのに対し， 2004 グルー

地域間の差を検討するには，① 空白地域である北海

プでは 32.3% であり，1998 グループの方が有意に高

道，北陸，沖縄から新たな施設の参加を得ること，

かった（p<0.0001）。頭蓋内空気を認めない症例にお

② その他の地域では人口に応じた数の参加施設を得

いて，髄液漏や脳神経症状等の頭蓋底骨折を疑わせ

ることが必要となってくるのではないかと思われる。
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Ⅴ ────────────────結

語─

プロジェクト 2004 において， 1998 年より登録に
参加している施設群と 2004 年より参加した施設群の
患者像のデータを比較した。両施設群の間では年齢，
来院時 GCS，性差，受傷機転， ISS などの患者背景
に有意差を認めなかった。但し，TCDB 分類と頭蓋
底骨折の頻度に有意差を認めた。以上の結果はプロ
ジェクト 1998 とプロジェクト 2004 を比較する際，
特に画像所見の比較検討の際には留意されるべきも
のと思われた。

3） 川又達朗, 片山容一：頭部外傷. 脳神経外科学Ⅱ 改定
9 版 , 太 田 富 雄・松 谷 雅 生（ 編 ）, 金 芳 堂 , 京 都 , 2004,
p1143.
4） Marshall LF, Marshall SB, Klauber MR, et al: A new
classification of head injury based on computerized
tomography. J Neurosurg 75 (Suppl): S14-S20, 1991.
5） 日本神経外傷学会 編：重症頭部外傷治療・管理のガイ
ドライン, 医学書院, 東京, 2001.
6） 日本神経外傷学会 編：重症頭部外傷治療・管理のガイ
ドライン 第 2 版, 医学書院, 東京, 2006.
7） 小川武希：頭部外傷データバンク検討委員会: わが国
における頭部外傷データバンクの試み. 脳神外ジャー
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8） 卯津羅雅彦, 小川武希：頭部外傷の疫学: データバンク.
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Bicycle-related severe head injury in Japan
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In comparison with the other developed countries, bicycle is
widely used for transportation in all ages in Japan. In 2006, the
number of death caused by bicycle related injury in Japan was
worst among the member of Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). The aim of this study is to
clarify the features of bicycle related severe head injury in Japan.
One thousand and one hundred one cases had been registered
in the Japan Neurotrauma Data Bank from 2004 to 2005. We
enrolled 580 cases (52.7%) of head injury by traffic accident.
These cases were divided to Bicycle related head injury group
(BR group) and the others (non-BR group). The number of BR
group was 149 cases (25.7%). Only 2 infants (0.7%) had put on
helmet in BR group. The female ratio and the mean age of BR
group were higher than that of non-BR group. The proportion
over 65 years of age in BR group was higher (33.6%) than that of
non-BR group (22.7%). The average of Glasgow Coma Scale (GCS)
score in BR group is higher in comparison to non-BR group.
The number of cases with lucid interval was higher as compared
to non-BR group. Though the rate of the case with focal brain
injury was high and the average of Injury Severity Score (ISS)
was low in BR group, there was no statistical significance in the
mortality rate among the two groups. This discrepancy was
caused by elderly patients of BR group. And then there is a big
number of elderly patients with bicycle related injury in Japan.
This might have been caused by the rapid increase in aging
society and decrease in birth rate. The results of our study provide
the important information for taking preventive countermeasures
against bicycle related head injury such as safety education,
helmet and other campaigns not only for youngsters but also for
elderly cyclist in Japan.

Ⅰ ────────────────はじめに ─

向にあるものの，依然として高い水準にある。さら
に，交通事故による重傷者数（約 6 万 1000 人）と死

本邦における 2007 年の交通事故発生件数は約 83

者数（ 5744 人）については平成初期から漸次減少の

万件であり，平成 16 年の 95 万件から徐々に減少傾

傾向で推移している 6）。特に自動車に起因した重傷
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Table 1 The numbers of death with Motor Vehicle Accidents (MVA) and the proportion of each of the causes in 8
developed countries (OECD members)
Number of
death

4 wheel
vehicle

Motor cycle

Motor
bicycle

Bicycle

Pedestrian

Others

Germany
(2006)

5,091
100.0

2,683
52.7

793
15.6

107
2.1

486
9.5

711
14.0

311
6.1

France
(2006)

4,709
100.0

2,626
55.8

769
16.3

317
6.7

181
3.8

535
11.4

281
6.0

Italia
(2004)

5,625
100.0

2,808
49.9

1,086
19.3

388
6.9

296
5.3

710
12.6

337
6.0

Netherlands
(2006)

730
100.0

344
47.1

57
7.8

66
9.0

179
24.5

66
9.0

18
2.5

United Kingdom
(2006)

3,298
100.0

1,699
51.5

584
17.7

29
0.9

147
4.5

697
21.1

142
4.3

USA
(2006)

42,642
100.0

17,800
41.7

4,751
11.1

59
0.1

773
1.8

4,784
11.2

14,475
33.9

Korea
(2006)

6,327
100.0

1,452
22.9

535
8.5

674
10.7

298
4.7

2,442
38.6

926
14.6

Japan
(2006)

7,272
100.0

1,735
23.9

655
9.0

636
8.7

1,037
14.3

2,363
32.5

846
11.6

Japan is worst country on the number of death by bicycle related injury.
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development.
※ 1. reference: IRTAD (International Road Traffic and Accident Database OECD)
2. upper: number of death lower: proportion

者および死傷者数の減少は著しく，ここ 10 年間で死

られている。効果的な対策を行うためには，自転車

亡者数は半減している

6）。このような変化は，この

事故の統計を把握し，自転車乗用中の事故の損傷の

間に行われた自動車事故対策の効果によると考えら

特徴を解明することが求められる。つまり，本邦に

れている。具体的にはシートベルトの着用の義務化，

おける大規模な医学統計学的な研究が必要であるが，

自動車の安全装置の進歩や安全基準の強化，飲酒運

そのような研究は今まで殆ど行われていなかった。

転の罰則規定の厳罰化などが挙げられる。その一方

日本神経外傷学会および日本交通科学協議会は，

で，自転車乗用中の事故による死亡者数は，徐々に

本邦における頭部外傷患者について調査するために

減少してきているものの，重傷者数についてはほぼ

頭部外傷データバンク委員会を設置した。頭部外傷

横ばいの状況である

6）。 2007 年の統計によると，自

にはプロジェクト 1998
（P1998）
データバンク
（ JNTDB）

転車乗用中の負傷者数は交通事故による全受傷者数

とプロジェクト 2004（P2004）の 2 つの大規模研究が

の 16.5% にも及ぶ 6）。 2006 年の国際道路交通事故

【プロジェクト 2004】
ある 10,11）。頭部外傷データバンク

データベースによると，日本の自転車乗用中の事故

では 2004 年から 2005 年における，全国の 19 施設の

による死者数は 1037 人で交通事故による死者数の

重症頭部外傷症例が集積された。このような疾病登

14.3% を占める。この数値は欧米先進諸国からみて

録は以前から欧米では行われてきたが，本邦では初

飛びぬけて高い（Table 1）7）。このような結果を踏ま

めての試みである。本研究では，頭部外傷データバ

えて，2007 年 6 月 20 日，改正道路交通法が公布され，

ンク【プロジェクト 2004】の集積データを用いて，自

本邦においても自転車に関する法整備が徐々に進め

転車乗用中の事故に起因した重症頭部外傷の特徴に
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Fig.1
A: Distribution of Motor Vehicle Accidents in JNTDB (project 2004). The rate of bicycle related head injury was
25.7% of Motor Vehicle Accidents (A). B: Distribution of opponent in BR group.
ついて調査を行った。

Ⅱ ───────────頭部外傷データバンク
【プロジェクト 2004】について─
頭部外傷データバンク【プロジェクト 2004】の登

は転落・転倒が 415 例（37.7%）で最も多かった。
（2）交通事故（580 例）の詳細について
1） 性別
性別では男性が 388 例（ 66.9%）であり，女性 192
例（33.1%）と比較して圧倒的に多かった。

録実施施設は以下の 19 施設である。それらは多くが

2） 受傷時年齢

救命救急センターを有する施設であるが，いわゆる

受傷時における全体の平均年齢は 42.8 ± 24.4 歳

二次救急施設も含まれている。
香川大学医学部，京都九条病院，久留米大学医学
部，熊本赤十字病院，国立病院機構災害医療セン

（中央値 40 歳）だった。男女別の平均年齢 は男性

39.3 ± 23.0 歳（同 36 歳），女性 49.8 ± 25.7 歳（同 56.5
歳）であり，女性で高い傾向がみられた。

ター，済生会滋賀県病院，昭和大学病院，聖マリア

3） 受傷機転（事故形態）
（Fig.1-A）

ンナ医科大学，仙台市立病院，千葉県循環器病セン

交通事故による 580 例の受傷機転の内訳は，自動

ター，千葉県救急医療センター，帝京大学医学部，

二輪車 160 例（ 27.6%），歩行者 169 例（ 29.1%），自

東海大学医学部付属病院，東京医科大学病院，東京

転車 149 例（25.7%），四輪車 88 例（15.2%），不明 14

慈恵会医科大学付属柏病院，日本医科大学付属病院，

例（2.4%）であった。

日本大学医学部，武蔵野赤十字病院，山口大学医学
部付属病院。

Ⅲ ─────自転車事故とその他の交通事故との
比較検討─

（ 1）【プロジェクト 2004】の全体像
登録症例は全 1101 例である。登録症例の性別は男
性 777 例（ 70.6%），女性 324 例（ 29.4%）であった。

〔対象と方法〕

2004 年から 2005 年に頭部外傷データバンク【プロ

平均年齢は 49.8 ± 24.3 歳であった。受傷機転は交通

ジェクト 2004】に登録された重症頭部外傷例 1101 例

事故 580 例（ 52.7%），非交通事故 520 例（ 47.2%），

のうち，交通事故症例 580 例（全体の 52.7%）を自転

不明 1 例（0.1%）であった。非交通事故の受傷機転で

車事故（ bicycle relate head injury: BR 群）149 例（全

148

神経外傷 Vol.31 特別号 2008

Fig.2
A, B: Sex distribution in 2 groups. The female ratio in BR group (39.6%) was higher than that of non-BR group
(30.9%). There was no significance (p=0.05). C, D: Age distribution in 2 groups. In BR group, two peaks were
observed at the young and the elderly ages (C).

交 通 事 故 例 の 25.7%）と そ の 他 の 交 通 事 故（ non-

車 105 例（70.5%），自損 21 例（14.1%），自転車 8 例

bicycle related accident: non-BR 群 ）431 例（ 全 交 通

（5.4%）
，二輪車 8 例（5.4%）
，不明 7 例（4.7%）だった。

事故の 74.3%）に分類した。各々の群について事故対
象，性別，年齢分布，飲酒の有無，ヘルメット着用
の有無，受傷時刻，来院時意識レベル，意識清明期，

（2）性別（Fig.2-A,B）

BR 群における性別は男性が 90 例（ 60.4%），女性

頭部外傷分類，Injury Severity Score（以下 ISS）およ

59 例（ 39.6%）であった（Fig.2-A）。一方， non-BR

び他部位損傷，退院時転帰，年齢別転帰について検

群 で は 男 性 298 例（ 69.1%）， 女 性 133 例（ 30.9%）

討した。統計学的解析にはχ2 検定を行い 5% 未満を

だった（Fig.2-B）。 BR 群では，女性の受傷者の割合

有意とした。また，一部の解析では Haberman 法に

が高い傾向があり（p=0.05），交通事故全体における

よる残差分析を行った。調整済み残差（dij）の絶対値

女性の 30.7% にも及んだ。

が 1.96 より大きい場合は 5% の有意水準で，また
（3）年齢と年齢分布（Fig.2-C,D）

2.575 より大きい場合は 1% 水準で有意とした。

BR 群の受傷時における平均年齢は 45.9 ± 26.0 歳

Ⅳ ────────────────結

果─

（1）BR 群における事故対象（Fig.1-B）

BR 群における事故の対象についての詳細は，四輪

（中央値 52 歳），男女別の平均年齢は男性 43.1 ± 26.3
歳（同 42.5 歳），女性 50.2 ± 25.2 歳（同 56 歳）だった。

non-BR 群の平均年齢は 41.7 ± 23.8 歳（中央値 39 歳），
男女別の平均年齢は男性 38.1 ± 21.9 歳（同 35 歳），
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Fig.3
Incidence of patients with alcohol drinking in 2 groups. Incidence of patients with drink in BR group (7.4%) (A) was
lower than that of non-BR group (13.7%) (B). (p<0.05)

Fig.4
A, B: The times of the accidents and sex distribution in BR group. These results might originate in the differences of
frequencies of the use of bicycle in both groups.
女性 49.6 ± 26.0 歳（同 57 歳）だった。年齢分布をみ

であった。また，若年者層では 20 歳未満の受傷者数

てみると両群ともに若年者と高齢者の二峰性のピー

は 39 例（26.2%）であった。

クを有する結果となった（Fig.2-C,D）。 BR 群の中で

65 歳 以 上 の 高 齢 受 傷 者 数 の 割 合 は 33.6% で あ り ，

（4）飲酒（Fig.3-A,B）

non-BR 群での 22.7% より有意に高かった（p<0.01）。

BR 群のうち明らかな飲酒例は 11 例（7.4%），非飲

さらには 80 歳以上を超える受傷者数が 13 例（8.7%）

酒例 109 例（ 73.1%），不明 29 例（ 19.5%）であった。
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Fig.5
A, B: Incidence of the patients with lucid interval after head injury in each group.
Incidence in BR group (19.5%) (A) was higher than that of non-BR group (8.6%) (B). (p<0.01)
C: Distribution of the final diagnosis in both groups. In BR group, incidence of foal brain injuries was higher than
that of non-BR group. (p<0.05)
ASDH: acute subdural hematoma, AEDH: acute epidural hematoma, ICH: intracerebral hemorrhage

一方 non-BR 群では飲酒例は 59 例（13.7%），非飲酒

（6）受傷時刻（Fig.4-A,B）

例 272 例（ 63.1%），不明 100 例（ 23.2%）であり，飲

BR 群において受傷時刻が明確な 112 例について受

酒率に関しては non-BR 群において有意に高い結果

傷時刻の検討を行った。受傷時刻は深夜から早朝

。
であった（p<0.05）

（23 時〜 6 時）7 例（6.3%），午前（6 時〜 12 時）43 例
（38.4%），午後（ 12 時〜 17 時）27 例（ 24.1%），夕方

（5）BR 群におけるヘルメットの着用率と
着用例について

（17 時〜 19 時）12 例（ 10.7%），夜間（ 19 時〜 23 時）

23 例（20.5%）であり，午前中の受傷が最も多かった

ヘルメットの着用については，着用 2 例，不明 5

（Fig.4-A）。性別でみてみると女性では午前中の受傷

例であったが，それら以外は無着用だった。着用率

が多く，男性では夜間帯の受傷が多い傾向を認めた

は 1.3% であった。着用していた 2 例は 10 歳男児の

（Fig.4-B）。このような受傷時刻の違いは，本邦にお

脳挫傷例と 18 歳男性の瀰慢性損傷（ Type II）で，ヘ

ける男女間の生活パターンの違いや自転車を利用す

ルメットは非フルフェイスタイプであった。両症例

る理由の違いによることが示唆される。

ともに予後は glasgow outcome scale（以下 GOS）で

good recovery（GR）であった。
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Fig.6
A: Injury severity score (ISS) bicycle related head injury. In BR group, ISS was lower than that of non-BR group. B:
Incidence of the associated systemic injuries in both groups. Incidence of single head injury (34.9%) was higher than
that of non-BR groups (11.8%). (p<0.01)

（7）来院時意識レベル

硬膜外血腫 41 例（9.5%），分類困難（複合外傷）5 例

BR 群における来院時 Glasgow Coma Scale（以下

（1.2%），不明 1 例（0.2%）であった。BR 群では non-

GCS）は 平 均 7.7 ± 3.9 で あ り ， 男 女 別 で は 男 性 が

BR 群と比較してびまん性脳損傷の割合が低く，局所

7.6 ± 3.8，女性が 7.9 ± 4.1 であった。一方， non-BR

性脳損傷の割合が有意に高かった（p<0.05）。

群の来院時 GCS は平均 6.7 ± 3.3，男女別では男性が

6.6 ± 3.2，女性が 6.9 ± 3.4 であった。BR 群では男性
女性ともに来院時意識レベルは有意に高かった
（p<0.01）。

（10）ISS および他部位損傷（Fig.6-A, B）

Injury Severity Score（以下 ISS）は外傷における解
剖学的重症度を示す指標の一つである。BR 群の平均

ISS は 25.8 ± 10.9 だ っ た 。 non-BR 群 の 平 均 ISS は
（8）意識清明期（Fig.5-A,B）

BR 群 に お い て 意 識 清 明 期 を 有 し た 例 は 29 例
（19.5%）であった。これは non-BR 群の 37 例（8.6%）
に比較して有意に高かった（p<0.01）
。

28.8 ± 12.7 であり，BR 群における ISS が有意に低い
（Fig.6-A）。BR 群における他
結果となった（p<0.01）
部位損傷について，部位別（総損傷部位数 221 部位）
にみると全 149 例における症例数と割合は，頭部単
独外傷 52 例（34.9%），顔面 26 例（17.4 %），胸部 48

（9）頭部外傷分類（Fig.5-C）

例（32.2%），腹部 15 例（10.1%），四肢 48 例（32.2%），

BR 群における頭部外傷分類の内訳は，急性硬膜下

体表 32 例（21.5%）であった。non-BR 群における他

血腫 49 例（32.9%），びまん性脳損傷 40 例（26.8%），

部位損傷について部位別（総損傷部位数 799 部位）に

脳内出血・脳挫傷 31 例（20.8%），急性硬膜外血腫 28

みると，全 431 例における症例数と割合は頭部単独

例（18.8%）
，分類困難（複合外傷）1 例（0.7%）であっ

外傷 94 例（ 21.8%），顔面 129 例（ 29.9%），胸部 197

た。 non-BR 群における頭部外傷分類の内訳は，び

例（45.7%），腹部 85 例（19.7%），四肢 193 例（44.8%），

まん性脳損傷 195 例（ 45.2%），急性硬膜下血腫 107

体表 101 例（ 23.4%）であった。 BR 群では有意に頭

例（24.8%），脳内出血・脳挫傷 82 例（19.0%），急性

（Fig.6-B）
。
部単独損傷が多かった（p<0.01）
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Fig.7
A: Outcome in both groups. B, C: Outcomes in under 65-year-old (B) and over 65 years of age (C). There are no
significances between BR and non-BR groups in under (B) and over 65 years of age (C).

（11）退院時転帰（Fig.7-A,B,C）
退院時転帰について Glasgow Outcome Scale（GOS）

（12）他の自転車に起因した交通事故例
自転車による歩行者の受傷例は 3 例（全交通事故受

score を用いて検討した。 BR 群では good recovery

傷者数の 0.5%）のみであった。また，受傷者が自転

（GR）と moderate disability（MD）を合わせた予後良

車同乗者だったケースは 3 例であった。そのうち 1

好群が 55 例（36.9%），severe disability（SD）と per-

例は 3 歳の幼児であったがチャイルドシートの使用

sistent vegetative state（ PVS）を合わせた予後不良群

の有無については不明であった。

が 34 例（ 22.8%），死亡群（ dead）が 59 例（ 39.6%），
不明 1 例（ 0.7%）であった（Fig.7-A）。 non-BR 群に
おける退院時予後（ GOS）では，予後良好群 155 例

Ⅴ ────────────────考

察─

（36.0%），予後不良群 124 例（28.8%），死亡群 152 例

本研究では頭部外傷データバンク【プロジェクト

（35.3%）であった（Fig.7-A）。両群間の転帰に統計学

2004】における自転車事故に伴う重症頭部外傷例に

的な有意差は認められなかった。さらに，退院時転

ついて検討した。その結果，本邦における自転車に

帰について BR 群と non-BR 群で， 65 歳超の高齢者

よる重症頭部外傷（BR 群）の特徴は以下の点である。

群と 65 歳以下の 2 群に分類して，それぞれ比較した。

1） その他の交通事故による頭部外傷と比べて女

その結果，両群間に年齢による転帰の差は認められ
なかった（Fig.7-B,C）
。

性の割合が高い傾向がある。

2） その他の交通事故による頭部外傷と比べて 65
歳以上の高齢者が多い。
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3） 受傷者の年齢分布では若年者と高齢者に二峰
性の分布を示す。

れにもかかわらず，退院時転帰については他の交通
事故による頭部外傷と有意差を認めなかった。この

4） ヘルメットの着用率は極めて低い。

頭部外傷の特徴と予後の相反する関係は，自転車に

5） その他の交通事故による頭部外傷と比べて，

よる頭部外傷における高齢者の比率が高いことに起

来院時の意識レベルは良い。

6） その他の交通事故による頭部外傷と比べて，
意識清明期を伴うことが多い。

7） その他の交通事故による頭部外傷と比べて，

因しているのかもしれない。高齢者と非高齢者に分
類して比較した転帰に両群間に有意な差はなかった
ことも，この説明を支持している。
本邦における自転車乗用中の事故は警察庁交通局

局所性脳損傷が多く瀰慢性損傷が少ない。

の資料によると，状態別にみた負傷者の割合では自

8） その他の交通事故による頭部外傷と比べて，

転車事故の件数は 171,178 件であり，全交通事故の

解剖学的重症度である ISS が低い。

9） その他の交通事故による頭部外傷と比べて，
頭部単独外傷の割合が多い。

10）予後については他の交通事故との有意差を認
めない。

16.5% と高い水準にある 6）。自転車事故による死者
数は過去 10 年で徐々に減少しているものの，全死者
数の 13.0% であり，全重傷者数においてはほぼ横ば
いで全重傷者数の 20.8% を占める 6）。近年，電動自
転車の開発や普及をはじめとして，自転車の動的性

11）自転車同乗者，あるいは自転車による歩行者

能は向上し，その走行性能も高くなっている。その

の重症頭部外傷例は，乗用中の受傷者数より

一方で，四輪車や自動二輪車と比較して法的な整備

圧倒的に少ない。

は遅れており，安全装具の開発についても遅れてい

自転車事故のみならず，交通事故の発生には，そ

る。四輪車や自動二輪車の場合には飲酒やシートベ

の国あるいは地域における交通事情が深く関与して

ルトの着用義務などに違法した場合には法的に厳し

いる。頭部外傷データバンク【プロジェクト 2004】

い取り締まりがある。さらに車体の構造上の安全性

は日本全国に点在する施設が参加して集積された

についても年々進歩している。本邦では 2007 年に改

データである。このような背景から，今回の検討結

正道路交通法が公布され， 2008 年の改正後は「児童

果は，本邦全体における自転車利用の現状と問題点，

又は幼児を保護する責任のある者は，児童又は幼児

さらには自転車事故の特徴を反映していると考えら

を自転車に乗車させるときは，乗車用ヘルメットを

れる。欧米と違い，本邦では自転車の利用はスポー

かぶらせるよう努めなければならない」とされてい

ツとしてではなく，主として通勤や通学あるいは買

る。また，本法令ではヘルメット着用に関する以外

い物などの一般的な移動手段として利用されている。

にも，通行場所や方法（車道通行の原則など），乗り

このことは若年齢から老人にいたるまで共通した，

方（飲酒，二人乗り，並進など）などに関して罰則を

本邦における自転車利用法の特徴である。今回の検

含めた内容となっている。しかし，自転車の場合に

討において，他の交通事故と比べて自転車事故では

ついてこのような道路交通法上での規制はあるもの

女性の受傷者が多いことや，性差別にみた受傷時刻

の，免許制度もなく，現実的には自動車や自動二輪

の特徴をみても日本における自転車の利用方法があ

車と比べて取り締まりは難しい。警察庁の報告によ

らわれているものと思われる。

ると平成 19 年における自転車利用者の悪質，危険な

自転車による重症頭部外傷の医学的特徴は局所性

違反に対する指導取締りは 598 件にとどまっている。

脳損傷が多い。また，頭部単独外傷が多く，合併損

今後，本邦においてもこのような法制化の有効性に

傷も少ない。したがって，他の外傷と比較して良好

ついて，統計的な観点からも検証が必要であると考

な予後が期待できるという可能性を有している。そ

えられる 6）。

154

神経外傷 Vol.31 特別号 2008

本邦における 2007 年中の自転車乗用中の事故によ

割合が non-BRA 群より高かった。この結果はヘル

る負傷者の年齢分布では，15 歳以下が 19.9%，16 歳

メット着用による頭部の保護が本邦における自転車

から 24 歳が 21.3% と若年者が最も多く，続いて 65

事故による外傷の対策として極めて重要であること

歳以上の高齢者が 17.7% を占めている 6）。死者数で

が医学的見地からも裏付けられたところである。今

は圧倒的に高齢者の割合が多く，2007 年の統計では

まで多くの国において自転車乗車時におけるヘル

死者数の 66.4% が 65 歳以上の高齢者である 6）。この

メットの着用キャンペーン，あるいはヘルメット着

ような高齢者に対する対策として，現行の道路交通

用の法制化を行い，その効果が検証されている 1,5,8,12）。

法では 70 歳以上と身体に障害を有する場合は自転車

今まで，ヘルメットの法制化の効果について欧米を

の歩道通行が可能となっている。しかし，子どもと

中心に多くの議論がされてきたが，近年の報告では

若年者へのヘルメット着用は義務化されたにもかか

ヘルメットの着用率の増加と頭部外傷の保護効果が

わらず，高齢者に関するヘルメット着用義務に関す

統計学的に証明されている 1,5,8,12）。 Karkhaneh らに

る法令はない。本邦における将来的な年齢分布では

よると， 1992 年から 2005 年に報告された 12 編の論

高齢者社会が進んでいくことは既知の事実であり，

文では，全ての報告で法制化後のヘルメット着用率

今後も高齢者における自転車事故による負傷者が増

は増加していたと報告している 5）。具体的には，法

加していくことは容易に予測される。つまり，高齢

制化前のヘルメット着用率が 4 〜 59% であったもの

者における自転車事故対策は急務である。

が，法制化後には 37 〜 91% に上昇していた 5）。ま

また，自転車の乗用中の受傷以外の，自転車に起

た，Macpherson らは，法制化によって自転車事故に

因した事故による受傷についても近年注目されてい

よる頭部外傷が 45% も減少したと報告しており，頭

る。例えば歩行車の対自転車の事故や，乳幼児に多

部外傷の予防にヘルメット着用に一定の効果がある

い自転車の幼児用チャイルドシート乗車中の転倒に

ことは間違いない 8）。今回の検討では自転車乗用中

よる受傷などが挙げられる 4,9）。今回の検討結果では，

の受傷者のうちヘルメット着用は 2 例（1.3%）のみで

これらの原因による重症頭部外傷は全交通事故の

あった。その 2 例はともに予後は良好であった。こ

1.0% であり，このような事故形態では自転車乗用中

の結果は本邦におけるヘルメット着用率が低いこと，

の事故と比べて重症頭部外傷の発生率は低いと考え

またヘルメットによる重症頭部外傷の予防効果を反

られた。

映しているのかもしれない。以上のことから今後本

本邦における自転車事故を取り巻く様々な現状を

邦においても，自転車通行に関する社会資本の整備

踏まえて，国あるいは地方自治体レベルをはじめと

や基本的な交通ルールに関する教育などを推し進め

して様々な角度から対策がとられてきている。具体

ていく必要がある。加えて，高齢者を含めた，すべ

的には，① 運転者のマナー向上と教育，② 自転車専

ての年齢層での自転車乗用時におけるヘルメット着

用道路の設置，③ 自転車に関する法的な整備，④ ヘ

用に向けた対策が極めて重要であることが示された。

ルメットの着用の推進，⑤ 自転車，あるいは自転車用

しかし，その一方で，自転車自体の一般的な利用法，

ヘルメットの構造的問題の解決などが挙げられる 12）。

つまり通勤や通学あるいは買い物などにおける自転

自転車事故による死亡原因の特徴は，頭部外傷に起

車の利用全てにヘルメット着用を義務付けることに

因する例が非常に多く，実に死亡原因の 67.2% にも

際 しては，社会全体の理解も必要であり，既存の社

及ぶことが知られている

6）。 Thompson らは，ヘル

会通念を変えることが，すなわち自転車対策後進国

メットの着用によって自転車乗用中の死亡の危険が

からの脱却につながるものと思われる。そのために

88% 回避できると報告している

13）。今回の検討の結

は自転車用ヘルメットのデザイン性と安全性の両立

果，BR 群では頭部単独外傷が多く，局所性脳損傷の

が必要であろう。現在本邦で流通している自転車用
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ヘルメットにはハードシェルタイプとソフトシェル

ていないことから，今後の安全強度の向上も必要と

タイプの 2 種がある。ソフトシェルタイプは軽量で

考えられる。

スポーツ仕様に適していること，デザイン性が高い

本検討において頭部外傷データバンク【プロジェ

ことなどが特徴であり，自転車の競技選手のみなら

クト 2004】を用いて本邦における自転車乗用中の重

ず，一般の乳幼児を含めて普及している。その一方

症頭部外傷について検討した結果，まずはヘルメッ

でソフトシェルタイプの場合は頬骨部から側頭部が

ト着用や開発を含めた自転車事故への安全対策に国，

十分に覆われていないため危険を伴うとの報告もさ

自治体，警察，報道機関など，すべての関係機関が

れている 2）。このようなヘルメットを特に競技選手

協力し，取り組む必要性があると考えられた。同時

のような転倒時の対応に慣れていない利用者や，乳

に，本邦における自転車事故による外傷に関する医

幼児や高齢者など元来転倒リスクの高い利用者が使

学的な学術的検証が極めて重要であることが示され，

用することには問題があるかもしれない。

したがって今後も継続してデータの集積，医学統計

また，既存の自転車用ヘルメットの安全基準自体

学的解析を行っていく必要があると考えられた。

についても，未だ多くの問題が残っている。ヘル
謝

メットの安全基準には head injury criteria（頭部傷害
基準値： HIC）が用いられている。HIC とは衝撃が脳
に及ぼす影響を数値化したもので，瞬間的な加速度

辞

本研究は日本損害保険協会，日本交通科学協議会，およ
び全国共済農業協同組合連合会の助成により施行された。

値の規定でなく，加速度が作用する時間を考慮して
算出している。このパラメータは自動車業界だけで
なく，衝撃緩和材やシートベルト等の製品開発にお
ける目安としても採択されている。このパラメータ
において脳に深刻な損傷が残らないとされる目安は，

HIC ＜ 1000（m/s2）かつ GMAX ＜ 200 G（1960 m/s2）
とされている。 HIC は現在まで多くの試験で用いら
れている手法である一方で，非常に古い計算方法で
あ る 。 15 msec ま で の HIC で 計 算 す る 手 法 で あ る

HIC15 を用いた検討では 3 歳以下における頭部傷害
基準値は大人の約 80%，1 歳以下では約 55% が基準
とされている 3）。しかし，現在のヘルメットの強度
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In the last decade, we have experienced substantial changes of
medicosocial systems, e.g. introductions of the treatment guideline, the diagnosis related groups ⁄ prospective payment system
by diagnosis procedure combination (DPC), or the compulsory
system for postgraduate clinical training, which may influence
medical affairs and hospital managements. In the present study,
changes in managements of severe head injury were evaluated
using the data from Japan Neurotrauma Databank Project 1998
(1998–2001: n=1002) and Project 2004 (2004–2006: n=1101). The
results indicated that the executing rates of brain hypothermia
and intracranial pressure (ICP) monitoring decreased. The cases
with evacuated acute subdural hematoma showed the largest
reduction in executing rates of ICP monitoring. In Project 2004,
induced normothermia has been introduced as a novel management for brain protection, replacing hypothermia. These findings suggest that management of severe head injury have been
simplified and uniformed in the last decade.
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Ⅰ ────────────────はじめに ─

事実である。脳神経外科領域においても例外でない。
結果だけを端的に言えば，医療収支は大変厳しいも

この 10 年間，医療制度にさまざまな変革が起こっ

のになり，人員は長期減少傾向にある。受傷後数日

た。実証的医療（ evidence-based medicine: EMB），

の間に，大量の医療資源（資材とマンパワー）が集

各種ガイドライン，包括医療（DPC），初期研修医制

中する重症頭部外傷の治療は，これらの影響を最も

度，脳卒中センター，外傷センターなどの大規模集

受けやすい部門の一つである。

中治療センターの開設，医療訴訟の増加などである。

本稿では，時期を異にして登録された頭部外傷

これらの変化が，直接的，間接的に医療現場に大き

データバンクの 2 つのデータ群を比較することに

な影響を及ぼしてきたことは，誰もが実感している

よって，重症頭部外傷の治療がどのように変化して
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Table 1 Number of cases analyzed in the present study

CPAOA: cardiopulmonary arrest on arrival

Table 2 Time (min) required for transportation to hospital

Table 3 Transport means for hospital

きているのかを明らかにし，その原因を考察する。

治療に影響を及ぼす可能性がある疫学データ，転
帰，治療法の 3 つに分けて分析を行った。疫学デー

Ⅱ ─────────────────方

法─

頭部外傷データバンク（日本神経外傷学会，交通
科学協議会）に登録されている症例を分析した 2,3）。

タは，治療法を分析するにあたって参考にするため
の最小限の項目に限って分析を行った。1）受傷から
来院までの時間（Table 2），2）搬送方法（Table 3），3）
年齢（高齢者の割合）（Table 4）， 4）初診時意識レ

1998 年から 2001 年までに登録された症例（プロ

（Table 5）
，JCS
ベル： GCS（Glasgow Coma Scale）

ジェクト 1998）（Ａ群）と，2004 年から 2006 年まで

（Japan Coma Scale）
（Table 6）
，5）頭部外傷の種類：

の症例（プロジェクト 2004）（Ｂ群）を比較した。

TCDB（Traumatic Coma Data Bank）CT 分類（Table 7），

Ａ群 1002 症例，Ｂ群 1101 例のうち，病院前心肺停

6） 多 発 外 傷 の 程 度 ： ISS（ Injury Severity Scale）

止症例（CPAOA）（Ａ群 115 例，B 群 51 例）を除い

（Table 8）の各項目を 2 群間で比較した。転帰は，1）

た。またＡ群には 6 歳未満の小児例が登録されてい

（Table 9），2）
退院時 GOS（Glasgow Outcome Scale）

ないため，Ｂ群より 6 歳未満の 36 症例を除いた。結

6 ヵ月後 GOS（Table 10）を調べた。

果として，各々 887 例と 1014 例を分析対象とした
（Table 1）
。

治療は，1）脳神経外科的治療：手術の種類，2）頭
蓋内圧（ICP）モニタリング，3）呼吸管理：過換気
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Table 4 Age distribution: proportion of elderly patients

Table 5 Glasgow Coma Scale (GCS) on admission

Table 6 Japan Coma Scale (JCS) on admission

療法，4）体温管理：積極的平温療法，低体温療法，5）
入院期間の項目を分析した。頭部外傷全体での検討
（Table 11~15）に加え，外傷の種類別に，急性硬膜

Ⅲ ────────────────結

果─

Ａ群とＢ群を比較した結果を Table 2~37 に示す。

外血腫（Table 16~20）
，急性硬膜下血腫（Table 21~25），

疫学の比較は Table 2~8，転帰は Table 9, 10，治療

脳 挫 傷 ／脳 内 血 腫 （ Table 26~30）， 広 範 性 脳 損 傷

法の比較が Table 11~37 までである。

（Table 31~35）の各項目で分析を行った。

A， B 二群間で， χ2 検定，あるいは unpaired t 検
定を行い，p<0.05 を有意差とした。

（1）疫学
受傷から病院到着までの搬送時間は，平均値，中
央値ともに B 群で 10 分ほど長かったが，有意の差で
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Table 7 Traumatic Coma Databank CT classification

AEDH: acute epidural hematoma, ASDH: acute subdural hematoma, ICH: intracerebral hematoma

Table 8 Multiple injuries evaluated by injury severity score (ISS)

はなかった（Table 2: p=0.36）。 9 割以上が救急車に

性脳損傷が 3.4 ポイント増加している（Table 7: p=

よる搬送であるが，ヘリコプターの利用が増えてい

0.08）。ISS が示す多発外傷の程度は，有意な変化が

る（Table 3）。年齢は， 70 歳以上の高齢者が 4.1 ポ

なかった（Table 8: p=0.65）。

イント増加している（Table 4: p=0.04）。初診時の意
識レベルは，GCS 3 〜 8，JCS 300 〜 100 の昏睡例が，

（2）転帰

そ れ ぞ れ 7.2 ポ イ ン ト 減 少 し て い る （ Table 5, 6:

退院（転院）時の GOS は，D が 9.1 ポイント減少

p=0.0002, p=0.0003）。そのうち 7.0 ポイントは GCS

し（p=0.00005），MD，SD，VS が，それぞれ 3.1，4.0，

3 〜 5 の症例の減少であり，最重症の頭部外傷が減っ

2.6 ポイント増加しており（Table 9: p=0.08, p=0.03,

てきていることを示している（ p=0.002）。一方で

p=0.05），転帰の改善が示唆される。しかしながら受

GCS 9 〜 12，JCS 30 〜 10 の中等症例が，それぞれ 4.6，

傷 6 ヵ月後の GOS では，転帰の改善は明らかでなく

4.3 ポイント増加している（Table 5, 6: p=0.001， p=

なる（Table 10: p=0.65）。 6 ヵ月後は GOS のデータ

0.008）。頭部外傷の種類は，急性硬膜下血腫が 7.9 ポ

が得られなかった数が多く，これが結果に何らかの

イント減少し（Table 7: p=0.0006），広範（びまん）

影響を及ぼしているのかもしれない。
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Table 9 Glasgow Outcome Scale at discharge from trauma center

Table 10 Glasgow Outcome Scale at 6 months after injury

Table 11 Neurosurgical procedures in total cases

疫学，転帰の詳細は他稿に詳しいので，参照して
いただきたい。

開頭血腫除去術が 4.5 ポイント増加（Table 12: p=0.04）
し て い る の に 対 し て ， 穿 頭 血 腫 除 去 ／ HITT
（Hematoma Irrigation with Trephination Therapy）な

（3）治療法

らびに ICP 測定のための穿頭術／髄液ドレナージが，

1） 頭部外傷全体

それぞれ 4.6 ポイント，9.5 ポイント減少（Table 12:

頭部外傷全体で比較すると，Ｂ群では，脳神経外

p=0.001, p<0.000001）しているのが特徴である。

科的治療の施行率が 60.9 % から 56.1 % へと 4.8 ポイ

ICP モニタリングの施行率は， 34.1 % から 29.9 %

ント減少している（Table 11: p=0.04）。術式では，

へと 4.2 ポイント低下している（Table 13: p=0.05）。
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Table 12 Description of neurosurgical procedures in total cases

Table 13 ICP monitoring in total cases

Table 14 Hyperventilation therapy in total cases

Table 15 Body temperature control in total cases
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Table 16 Neurosurgical procedures in cases with acute epidural hematoma

Table 17 Description of neurosurgical procedures in cases with acute epidural hematoma

Table 18 ICP monitoring in cases with acute epidural hematoma

過 換 気 療 法 の 施 行 率 は 6.5 %， 6.7 % と 変 化 は な い
（Table 14: p=0.87）。脳低温療法の施行率は， 16.9%

増加を示している（Table 15: p<0.000001）。
2） 急性硬膜外血腫

から 9.8 % へと 7.1 ポイント減少している（Table 15:

急性硬膜外血腫に対する脳神経外科的治療の施行

p=0.000007）が，Ａ群では行われていなかった積極

率は，A 群，B 群ともに 90 % 前後であり，大きな変

的平温療法がＢ群の 28.1 % に行われており，体温管

化はない（Table 16: p=0.49）。術式も変わっていな

理の施行率でみると， 16.9% から 37.9 % へと大幅な

い（Table 17）。急性硬膜外血腫に対する手術療法は，
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Table 19 Hyperventilation therapy in cases with acute epidural hematoma

Table 20 Body temperature control in cases with acute epidural hematoma

normo-: normothermia, hypo-: hypothermia

既に完成されているためと考えられる。

ICP モニタリングの施行率は， A 群 25.0 %， B 群

い（Table 20: p=0.01）。一方で， B 群の 24.0 % に積
極的平温療法が行われている。

18.2 % と 6.8 ポイントの低下であるが，有意の差で

3） 急性硬膜下血腫

はない（Table 18: p=0.22）。すべて血腫除去術を施

脳神経外科的治療の施行率は， A 群 73.6 %， B 群

行した症例で行われており，保存的に治療された急

71.4 % であり，大きな変化はない（Table 21: p=0.47）。

性硬膜外血腫で ICP をモニタリングした症例はない。

術式は，開頭血腫除去術が，45.4 % から 53.7 % へと

過換気療法は， A 群， B 群ともにほとんど行われて

8.3 ポイント増加（Table 22: p=0.01）しているのに

いない（Table 19: p=0.14）。脳低温療法は， A 群の

対して，穿頭術や HITT による血腫除去術， ICP モ

11.9 % に行われていたが， B 群では 3.3 % にすぎな

ニタリングのための穿頭術の施行率が，それぞれ 7.4
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Table 21 Neurosurgical procedures in cases with acute subdural hematoma

Table 22 Description of neurosurgical procedures in cases with acute subdural hematoma

Table 23 ICP monitoring in cases with acute subdural hematoma

ポイント， 13.3 ポイント低下している（Table 22:

開頭あるいは穿頭を行っており ICP センサーの設置

p=0.01, p<0.000001）。

は容易であることから，『手術の手間』以外の負の要

ICP モニタリングの施行率も 46.3 % から 35.6 % へ

因が存在することは確かである。過換気療法の施行

と低下している（Table 23: p=0.002）。特に血腫除去

率は，ほとんど変化ない（Table 24: p=0.85）。体温

術を行った症例では，61.2 % から 46.5 % へと 14.7 ポ

管理は，脳低温療法の施行率が 22.0 % から 12.2 % へ

イントの大幅な低下である（Table 23: p=0.0004）。

と低下し，積極的平温療法が 0 % から 27.9 % へと上
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Table 24 Hyperventilation therapy in cases with acute subdural hematoma

Table 25 Body temperature control in cases with acute subdural hematoma

normo-: normothermia, hypo-: hypothermia

昇している（Table 25: p=0.01, p<0.000001）
。

から 35.6 % へと，有意の差ではないが逆に上昇して

4） 脳挫傷・脳内出血

いる（Table 28: p=0.15）。開頭血腫除去術を行った

脳神経外科的治療の施行率は，Ａ群 53.4 %，Ｂ群

際に， ICP センサーを設置した症例が増加したため

52.3 % であり変化ない（Table 26: p=0.84）。術式は，

と推測される。

開頭血腫除去術の施行率が， 26.4 % から 42.1 % へと

過換気療法の施行率には変化がない（Table 29:

15.7 ポ イ ン ト 大 き く 増 加 し て い る （ Table 27: p=

p=0.13）。脳低温療法の施行率は，11.5% と 10.5% と

0.002）。 ICP モニタリングのための穿頭術の施行率

変化なく（Table 30: p=0.77），積極的平温療法の施

は， 16.0 % から 4.6 % へと低下している（Table 27:

行 率 が ， 0 % か ら 34 % へ と 大 き く 上 昇 し て い る

p=0.0003）が，ICP モニタリングの施行率は，26.3 %

（Table 30: p<0.000001）。
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Table 26 Neurosurgical procedures in cases with cerebral contusion ⁄ intracerebral hematoma

Table 27 Description of neurosurgical procedures in cases with cerebral contusion ⁄ intracerebral hematoma

Table 28 ICP monitoring in cases with cerebral contusion ⁄ intracerebral hematoma

5） 広範（びまん）性脳損傷

の施行率は，有意の差がない（Table 32, 33: p=0.08,

脳神経外科的治療の施行率は， A 群 20.5 %， B 群

p=0.38）。 過 換 気 療 法 の 施 行 率 に は 変 化 が な い

17.9 % と大きな変化はない（Table 31: p=0.49）。術

（Table 34: p=0.62）。脳低温療法の施行率は変化がな

式の内容は， ICP モニタリングのための穿頭術が大

く，積極的平温療法が新たな治療法として 26.3 % に

多数を占める。穿頭術の施行率， ICP モニタリング

行われている（Table 35: p<0.000001）。

168

神経外傷 Vol.31 特別号 2008

Table 29 Hyperventilation therapy in cases with cerebral contusion ⁄ intracerebral hematoma

Table 30 Body temperature control in cases with cerebral contusion ⁄ intracerebral hematoma

normo-: normothermia, hypo-: hypothermia

6） 入院期間
集中治療を行った施設での入院期間を Table 36 に

Ⅳ ────────────────考

察─

まとめる。重症頭部外傷であるので，ほとんどが他

結果を Table 37 にまとめる。グレーの欄は， AB

の施設へ転院している。外傷全体では，入院期間に

群間の施行率に有意差（ p<0.05）があった項目であ

大きな変化はない（ p=0.25）。広範（びまん）性脳損

る。要約すると，以下のようになる。

傷の入院期間は，平均，中央値ともに B 群で約 12 日

1） 病院までの搬送時間には，有意差はない。

。
短縮している（p=0.03）

2） ヘリコプターによる搬送が増加している。
3） 70 歳以上の高齢者が増えている（ 4.1 ポイン
ト）。
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Table 31 Neurosurgical procedures in cases with diffuse brain injury

Table 32 Description of neurosurgical procedures in cases with diffuse brain injury

Table 33 ICP monitoring in cases with diffuse brain injury

Table 34 Hyperventilation therapy in cases with diffuse brain injury
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Table 35 Body temperature control in in cases with diffuse brain injury

Table 36 Duration of hospitalization in trauma center

AEDH: acute epidural hematoma, ASDH: acute subdural hematoma, ICH: intracerebral hematoma

Table 37 Summary of executing rates of managements for severe traumatic brain injury

AEDH: acute epidural hematoma, ASDH: acute subdural hematoma, ICH: intracerebral hematoma,

: p<0.05
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4） GCS 3 〜 5， JCS 300 〜 100 の最重症例が減少
している。

5） 多発外傷には変化がない。

高い ICP モニタリングの実施率の低下は，この解釈
に矛盾する。
米国の報告では，重症頭部外傷の治療のガイドラ

6） 急性硬膜下血腫の割合が減少している。

インの普及に伴って，ICP モニタリングの施行率は，

7） 退院（転院）時の GOS は， D が減少し， SD，

1995 年には 32 % であったのが，2005 年には 78 % へ

V が増加している。
8） 6 ヵ月後の GOS では， D の減少は明らかでな
くなる。

9） 外傷全体では，脳神経外科的治療の施行率は
減少している。

と約 2.5 倍増加している 1）。日本では，逆に 34.1 %
から 29.9 % に減少している。 ICP モニタリング施行
率の低下は，急性硬膜下血腫で血腫除去術を行った
症例で最も顕著である。血腫除去後に ICP センサー
を設置することは容易なはずであるので，手技的な

10）開頭血腫除去術の施行率は，外傷全体と急性

手間などの問題で施行率が下がっているわけではな

硬膜下血腫，脳挫傷・脳内血腫症例で増加し

い。 DPC の導入などによる経済的な要素が医療を

ている。

11）急性硬膜下血腫に対する穿頭術，HITT による
血腫除去術は減少している。

12）ICP モニタリングのための穿頭術は，外傷全体，
急性硬膜下血腫，脳挫傷・脳内出血で減少し
ている。

13）ICP モニタリングは，外傷全体で減少の傾向に

『簡素化』している可能性がある。脳神経外科手術が
行われることが少ない広範（びまん）性脳損傷症例
の入院期間が短くなっているのも，医療収支の問題
が少なからず関与しているのではないだろうか。
過換気療法の施行率は低く， B 群でも同様な傾向
であった。ガイドラインで定められていた過換気療
法の方針が徹底しており，頭蓋内圧管理の目的では，

あり（ p=0.05），急性硬膜下血腫，特に血腫除

緊急避難的に短時間のみ行われているのが現状であ

去術を行った急性硬膜下血腫症例で有意に減

ろう。

少している。

14）過換気療法の施行率は，A 群 B 群ともに低く，
有意差はない。

15）B 群では，積極的平温療法が新しい治療法と

体温管理では，積極的平温療法という新しい治療
オプションが B 群において加わり，積極的に用いら
れていることがわかる。これに伴って脳低温療法の
施行率は下がっているが，脳挫傷・頭蓋内血腫症例

して導入され，全体の 28.1 % に施行されてい

では変わらぬ頻度で行われている。脳挫傷は脳浮腫，

る。

頭蓋内圧管理が難しいためであろう。

16）脳低温療法の施行率は減少している。
17）入院期間は外傷全体では大きな変化はないが，

治療法の変化を俯瞰すると，重症頭部外傷の治療
は，『簡素化』しているように思える。好意的にみれ

広範（びまん）性脳損傷症例では短縮してい

ば，エビデンスのない治療法が排除されつつあると

る。

解釈することができるが，多様性が完全に排除され
てしまうと，新たな治療法が生まれてくる可能性も

開頭血腫除去術などのスタンダードな治療法は施

少なくなってしまう。本データバンクに症例を登録

行率が増加しているのに対して，穿頭術や HITT な

した施設は，いずれも日本を代表する頭部外傷治療

ど，いわゆるオプションとして行われる治療法が減

のエキスパートであり，個々施設では，独自の新た

少している。スタンダードな治療法の増加は，ガイ

な治療法を日々模索している。個々の努力は，大き

ドラインが徹底した結果であると解釈することもで

なデータバンクの中では結果として現れ難い。新し

きるが，一方で，ガイドラインで推奨レベルが最も

い治療法を多施設で，前向き研究として実施，検証
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する努力が，日本でも必要な時期になっているので
はないだろうか。
経費の節減や，マンパワーの減少は，治療のオプ
ションを制限する方向に働く結果，『簡素化』が治療
の『画一化』に陥ってしまうことが危惧される。
個々の症例をきめ細かく診て，状況に応じた適切な
選択・決定を随時行っていくことが，日本の重症頭
部外傷治療，日本の医療の伝統であった。この良き
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With the rapid expansion of the elderly population, there has
been an increase in the number of elderly traumatic brain injury
(TBI) patients in Japan. Despite the recent progress in the treatment and monitoring of TBI patients, the prognosis of geriatric
TBI remains unfavorable.
In this study, differences in treatment and outcome between
young and elderly TBI patients were compared in the Japan
Neurotrauma Data Bank Project 2004 (JNTDB P2004).
Methods: Of 1101 cases registered in the JNTDB P2004, cases of
cardiopulmonary arrest on arrival and pediatric patients (< 16
y.o) were excluded, and 952 cases were enrolled in this study.
These cases were divided into two groups, the non-elderly
group (Group N: 16 – 64 y.o) and the elderly group (Group E:
over 65 y.o).
The clinical features, treatment and outcomes of the two
groups were compared. To clarify the reasons for aggressive
treatment of geriatric TBI cases, logistic regression analysis was
performed in Group E.
Results: Initial Glasgow Coma Scale (GCS), worst GCS (< 48
hours after injury), pulse rate, and initial body temperature did
not differ significantly between the two groups. Injury Severity
Score (ISS) and respiratory rate on admission were significantly
lower in Group E. On the other hand, systemic blood pressure
and the pH of the arterial blood gas on admission were significantly higher in Group E.
Based on the Glasgow Outcome Scale at discharge, the ratio of
good outcome (good recovery and moderate disability) was
significantly lower in Group E.
With the analysis of Group E, age, initial GCS and worst GCS
were correlated with the decision for aggressive treatment. In
particular, initial GCS was most correlated with the determination for aggressive treatment.
Our result revealed differences in the pathophysiological
features between young and elderly TBI patients. We also
found that the initial GCS was the most correlative factor for
determination of aggressive treatment in geriatric TBI patients.
Further examination of prognostic factors will be needed in
elderly TBI patients, and specific guidelines for geriatric head
injuries should be established.

Ⅰ ────────────────はじめに ─

Ⅱ────────────────対象と方法 ─

近年における医学の進歩に伴い，わが国の高齢者

JNTDB（プロジェクト 2004 : 19 施設， 2004 年〜

人口は急峻な増加傾向にある。少子化と相まって

2006 年集計，全 1101 例）において，来院時心肺停

2015 年には総人口の 25 % が 65 歳以上になると試算

止症例および 16 歳未満の小児を除く 952 例を，65 歳

され 1），今後わが国は未曾有の高齢化社会を迎える。

を境に非高齢群（ N 群 : 16 歳〜 64 歳 : 586 例）と高

人口年齢分布の変化に伴い重症頭部外傷の年齢分

齢群（E 群 : 65 歳以上 : 366 例）の 2 群に分け，年齢，

布も変化しつつある。日本頭部外傷データバンク

性別，びまん性脳損傷と局所性脳損傷の比率，初診

（ Japan Neurotrauma Data Bank: 以 下 JNTDB） プ ロ

時 Glasgow Coma Scale（GCS），悪化時 GCS（来院

ジェクト 2004 からの報告 2）においても高齢者重症頭

後 48 時 間 以 内 の 最 低 GCS）， Injury Severity Score

部外傷の比率は増加している。高齢化社会の進行に

（ISS），入院日数，バイタルサイン，初診時血糖およ

伴い高齢者重症頭部外傷も今後さらに増加し続ける

び血液ガス所見，CT 上病型分類（TCDB 分類），治

と思われ，医療経済面を含め社会に対する影響も大

療 ， モ ニ タ リ ン グ 方 法 ， お よ び 退 院 時 Glasgow

きなものになると思われる。

Outcome Scale を比較した。各項目の平均値は平均

高齢化社会の進行に伴う高齢者頭部外傷への対策
は急務であり，高齢者重症頭部外傷における病態把
握は治療に際し重要な意義を持つ。しかし現在のと

± SD で 表 し ， 2 群 間 の 検 定 に は t-test お よ び chisquare test を用い，p<0.05 を有意差ありとした。
また N 群および E 群について，開頭術，穿頭術，

ころ高齢者特有の病態を加味した，高齢者に特化し

穿頭術→開頭術，過換気療法，低体温療法，積極的

た治療方針やガイドラインはなく，どのような患者

平温療法，および ICP モニタリング施行の割合を比

にどこまで積極的治療を行うべきかの判断は難しい。

較した。また，開頭術，穿頭術，積極的体温管理

私たち神経外傷医は治療すべきかの判断に迷い，自

（低体温もしくは平温），あるいは ICP モニタリング

らの判断がもたらす結果に憂慮し，自責の念に苛ま

のいずれかを行った症例を積極的治療群とし， GCS

れるケースをしばしば経験する。また，急場の事態

3 お よ び 両 側 瞳 孔 散 大 を 除 く 高 齢 者 群 235 例 に て

に直面されたご家族の方々も，限られた情報の中で

logistic regression analysis を用い，積極的治療の有

治療の承諾を即決しなければならず，若年者の頭部

無と年齢， ISS， GCS の影響を比較した。 p<0.05 を

外傷以上にその心的負担は計り知れないものがある。

有意差ありとした。

本論文の目標は高齢者と非高齢者の初診時バイタ
ルサイン，検査所見の比較等から高齢者頭部外傷の
特徴を明らかにすることである。
また，治療方針決定に際し，他施設の主治医が高
齢者頭部外傷のどのような指標を参考にし積極的治
療を決めているのか，あるいはその逆に苦渋の決断

Ⅲ ────────────────結

果─

（1）対象 2 群の特性および 2 群間の比較：年齢，性別，
病型，初診時および悪化時 GCS（Table 1）
年齢平均は N 群 41.8 ± 15.6 歳， E 群 76.0 ± 7.0 歳

をしているのか，日本頭部外傷データバンク（ Japan

（p<0.0001）であった。また性別は N 群で男性 451 例，

Neurotrauma Data Bank: JNTDB） 症 例 か ら デ ー タ

女性 135 例， E 群で男性 219 例，女性 147 例と，若

を検討し現状を明らかにすることである。

年者群で男性の比率が有意に多かった。
病型についてはびまん性脳損傷，局所性脳損傷に
大別したが， N 群でびまん性脳損傷が， E 群で局所
性脳損傷が有意に多かった（p<0.001）。
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Table 1 Patients characteristics (n=952)
Group-E

Group-N

Age≧65

16≦Age＜65

No. of cases

Table 2 Vital signs and labolatory data on admission
Group-E

Group-N

Age≧65

16≦Age＜65

(n=366)

(n=586)

SBP (mmHg)

151.3 ± 45.0

133.6 ± 41.2

<0.0001

Pulse (/min)

88.2 ± 23.9

91.3 ± 29.2

0.1050

Resp. rate (/min)

20.9 ± 7.8

22.2 ± 7.4

0.0200

182.6 ± 65.4

0.6899

p-value

p-value

366

586

Age (y/o)

76.0 ± 7.0

41.8 ± 15.6

p<0.0001

Gender (M/F)

219/147

451/135

p<0.0001

Type of injury
(Diffuse/Focal)

77/289

217/369

p<0.0001

Initial GCS

7.1 ± 3.7

7.0 ± 3.5

p=0.5780

pH

7.387 ± 0.100 7.303 ± 0.681

0.0428

Worst GCS

6.5 ± 3.2

6.6 ± 3.2

p=0.7153

PaO2

222.7 ± 144.1 242.4 ± 163.8

0.0980

Hospital days

35.0 ± 52.1

37.3 ± 51.2

p=0.4960

PaCO2

39.5 ± 13.1

41.0 ± 12.1

0.1035

ISS

24.4 ± 11.3

26.5 ± 12.0

p=0.0096

BT (˚C)

36.0 ± 1.3

36.0 ± 1.2

0.1035

Blood Sugar (mg/dl) 184.6 ± 67.2

Table 3 CT findings (TCDB)

Table 4 Treatment procedure

Group-E

Group-N

Group-E

Group-N

Age≧65

16≦Age＜65

Age≧65

16≦Age＜65

Craniotomy

41.0%

46.0%

0.1326

p-value

Diffuse Injury I

10 (2.7%)

26 (4.4%)

Diffuse Injury II

52 (14.2%)

121 (20.6%)

for Focal injury (n=658)

47.8%

62.6%

0.0002

Diffuse Injury III

8 (2.2%)

46 (7.8%)

Burrhole surgery (HITT)

11.7%

7.5%

0.0363

Diffuse Injury IV

4 (1.1%)

13 (2.2%)

HITT → Craniotomy

1.1%

2.2%

0.0048

Evacuated mass lesion

161 (44.0%)

258 (44.0%)

Hyperventilation

6.0%

6.0%

0.9735

Non-evacuation mass

128 (35.0%)

111 (18.9%)

Hypothermia

4.9%

12.1%

0.0001

Aggressive normothermia

22.1%

31.1%

0.0001

ICP monitoring

19.7%

36.5%

<0.0001

Aggressive treatment

59.0%

79.2%

0.0039

Unknown
Total

3 (0.8%)
366

0
586

初診時 GCS，悪化時 GCS，および在院日数につ

群 7.303 ± 0.681，E 群 7.387 ± 0.100（p=0.0428）と有

いては 2 群間で有意な差がみられなかった。 ISS は

意に非高齢群で低かったが，酸素分圧および二酸化

N 群平均 26.5 ± 12.0， E 群平均 24.4 ± 11.3 と非高齢

炭素分圧に有意な差は認められなかった。また初診

。
群において有意に高値であった（p=0.0096）

時血糖についても，2 群間における差異は認めなかっ
た。

（2）2 群間の比較：バイタルサイン，初診時検査所見
（Table 2）
初診時収縮期血圧平均は N 群で 133.6 ± 41.2 mmHg，

（3）初診時 CT 所見（TCDB 分類）（Table 3）

Diffuse injury I 〜Ⅳ，および evacuated mass lesion，

E 群で 151.3 ± 45.0 mmHg と高齢者群で有意に高値

non-evacuated mass lesion についての全体に占める

であった（p<0.0001）。また初診時呼吸数においては

割合を比較した。Fig.3 の如く diffuse injury 群につ

N 群 22.2 ± 7.4 回／分，E 群 20.9 ± 7.8 回／分と高齢者

いては I 〜Ⅳすべてにおいて， N 群での全体に占め

群で少なかった（p=0.02）。脈拍および体温について

る割合が高かった。

は 2 群間で有意な差はみられなかった。
血液検査所見では，初診時動脈血 pH において N
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また evacuated mass の各群全体に占める割合は，

N 群，E 群で同等であったが，E 群で non-evacuated

Group-E
Age≧65
(n=366)

6.3

11.3

22.3

12.7

64 (18%)

47.4
299

(82%)

p<0.05
Group-N

19.1

16≦Age<65
(n=586)

21.2

19.8

8.2

Good outcome 236 (40%)

20%

0%
GR

40%
MD

31.7

Poor outcome 350 (60%)

60%
SD

80%

100%

VS

D

Fig. 1 Outcome at discharge (Glasgow Outcome Scale).
群が全体の 35 % と多くを占めていた。

N 群 に お い て ， good outcome が 全 体 の 40 % で
あ っ た の に 対 し ， E 群 に お け る good outcome は

（4）2 群における治療内容の相違および積極的治療の

18 % と有意に高齢者群で転帰不良であった。

有無（Table 4）

N 群および E 群において開頭の頻度に差はなかっ
たが，focal injury に関する開頭の頻度は高齢者群で

（6）積極的治療施行群と保存的治療群の差異
（Table 5, Table 6）

有 意 に 少 な か っ た （ N 群 62.6 %， E 群 47.8 %， p=

高齢者群（E 群）366 例における積極的治療群と保

0.0002）。穿頭術と開頭術を両方行った症例も同様に

存的治療群の差異を明らかにすべく， 2 群間におい

高齢者群において有意に少なかった。

て，年齢，初診時 GCS，悪化時 GCS，ISS，収縮期

また，低体温療法，積極的平温療法および ICP モ

血圧，脈拍，血糖値および体温につき比較したとこ

ニタリングについても同様，高齢者群での施行頻度

ろ，年齢，初診時 GCS および悪化時 GCS のみに 2

が少ないという結果になった。

群間での差がみられた。またこれらの項目との積極

一方，穿頭術単独においては N 群が 7.5 % であっ

的治療決定の関連性の強さを比較すべく， E 群のう

たのに対し，E 群が 11.7 % と有意に多く（p=0.0363），

ち GCS 3 および両側瞳孔散大を除く高齢者群 235 例

高齢者群のおよそ 1 割が穿頭術を施行されていると

にて logistic regression analysis を用い，積極的治療

いう結果になった。

の有無と年齢， ISS， GCS，収縮期血圧，心拍数，

前述の如く定義した積極的治療の有無については

体温，血糖値の影響を比較したが，年齢および初診

N 群の 79.2 % に対し E 群は 59.0 % と有意に少なかっ

時 GCS が積極的治療の決定に関与しており，かつ初

た（p=0.0039）。

診 時 GCS 値 が 最 も そ の 判 断 に 関 与 し て い た （ p=

0.0038）。
（5）2 群における退院時転帰の相違（Fig.1）
退 院 時 転 帰 に つ い て は GOS の good recovery，

moderate disability を 含 め て good outcome と し ，
severe disability， persistent vegetable state， お よ び
dead を poor outcome とした。

Ⅳ ────────────────考

察─

（1）高齢者頭部外傷の特徴について
頭部外傷の一般的特徴として，転帰は加齢ととも
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Table 5 Aggressive treatment in geriatric TBI patients
Nonaggressive

Aggressive
No. of cases

p-value

動二輪車による交通外傷による受傷が多く，高齢者
に自転車あるいは歩行者による交通外傷や転倒，転
落が多いという背景 7,13）も関与していると考えられ
る。人口年齢分布の変化に伴い高齢者重症頭部外傷

155

80

Age (y/o)

75.2 ± 6.7

77.0 ± 7.2

0.0151

Initial GCS

8.1 ± 4.0

5.7 ± 2.6

<0.0001

Worst GCS

7.2 ± 3.4

5.5 ± 2.5

<0.0001

24.1 ± 11.1

24.9 ± 11.6

0.4862

SBP (mmHg)

154.8 ± 39.2

145.8 ± 52.3

0.0841

Pulse (/min)

88.4 ± 21.5

88.0 ± 27.1

0.8988

ジェクト 1998 と同様の傾向 7） を示した（Table 1，

Blood sugar (mg/dl) 179.8 ± 55.0

192.2 ± 82.7

0.1336

Table 3）。これも従来の報告と同様であるが 14），高

36.0 ± 1.0

35.9 ± 1.6

0.4244

齢者では脳萎縮に伴い頭蓋脳間隙が増加し脳の可動

19.2%

21.2%

0.8473

性が増し，さらに加齢による脳実質の脆弱性も相

ISS

BT (˚C)
Anisocolia

は増加しているが，各年齢層における男女比は変化
していないことが明らかとなった。
頭蓋内損傷の病態では 65 歳未満の非高齢者群でび
まん性損傷，高齢者で局所性損傷の比率が高くプロ

まって転倒など軽度の外力でも局所性脳損傷をきた
Table 6 Logistic regression analysis on aggressive
treatment
Degree of
freedom

しやすいと考えられる。

ISS においては非高齢者群で有意に高値であった。
Chi-square

p-value

これは非高齢者に高エネルギー外傷が多く，多発外
傷の頻度も高いこと 9）が要因の 1 つとして考えられ

Age on admission

1

8.238

0.0041

Initial GCS

1

8.363

0.0038

Worst GCS

1

3.515

0.9850

初診時バイタルサインにおいては（Table 2）高齢

ISS

1

0.004

0.9506

者群にて有意に収縮期血圧が高値であった。これに

Blood pressure

1

1.895

0.1687

は高齢者における高血圧の既往が関与している可能

Heart rate

1

0.207

0.6495

性があるかもしれない。また呼吸数は有意に低値で

Blood sugar

1

0.016

0.8995

あり，初診時血液ガス所見上では非高齢者群におい

Body temperature

1

0.583

0.4449

た。

て有意に pH は低値であった。 65 歳未満の頭部外傷
では 65 歳以上の高齢者に比して ISS が高値で，多発
外傷を伴うケースが多く，循環の不安定さから，よ

に悪化するといわれており，受傷時年齢は重要な転

りアシドーシスに陥る傾向があるのではないかと考

帰規定因子の 1 つとして挙げられている

えられた。

3,4,5,6,7,8）。こ

れには高齢者脳組織の生理的脆弱性自体に原因があ

高血圧の既往を持つ高齢者は十分な脳血流量を供

9,10,11），積極的治療

給しうる至適脳灌流圧（ CPP）の閾値が非高齢者よ

を行っても，脳組織自体の“老化”により多くの症例

り高く，若年者群と同様の CPP 管理を行うと脳虚血

が転帰の改善を得られない厳しい現状がある。

病態が発生する可能性がある 15）ともいわれており，

ると結論している報告も散見され

今回の検討では Table 1 の如く，非高齢者群にて
有意に男性が多く高齢者群では男女差が減少してい
た。 JNTDB プロジェクト 1998 からの報告

上記の如く高齢者の生理学的特徴を加味した治療指
針の検討が必要となろう。

12）でも，

若年群では圧倒的に男性が多く，40 歳台以降加齢に

（2）高齢者群と非高齢者群における治療の相違

伴い男女差が減少しており，我々の検討と同様の傾

Table 4 に示したように，二群間で開頭術施行の割

向を示していた。これには非高齢者群で自動車，自

合に有意な差はみられなかったが，局所性脳損傷
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（658 例）に限り比較すると，高齢者群では非高齢者

に年齢のみで治療の indication を決めてしまうこと

群に比し，開頭術が有意に少なかった。また対照的

の危うさも感じる。このように治療の決定，撤退に

に穿頭術は非高齢者群に比し有意に多いことが明ら

関する線引きには，引き続き検討が必要である。

かとなった。
これには高齢者にとって侵襲の大きい開頭術より

GCS に関しては，重症頭部外傷全体の検討で 8），
最終 GCS（48 時間以内の最悪化或いは最善の GCS）

も，侵襲が少なく容易に施行しうる穿頭術を選択す

が転帰と最も相関度が高く，最終 GCS 7 点と 6 点で

る傾向があると考えられる。実際， GCS 5 以下の高

は大きくその予後は悪化するといわれている。我々

齢者急性硬膜下血腫症例では，小開頭血腫洗浄術が

の検討においては前述の如く初診時 GCS が最も積極

広範囲減圧術より有効であるとする記載もある 16）。

的治療決定に相関していた結果となった。GCS は検

プロジェクト 1998 からの報告 17）では，急性硬膜

者による数値のばらつきが少なく，数字で区切りを

下血腫 269 例中，開頭術非施行 83 例のうち半数以上

つけて治療方針を決めることは一見明快かもしれな

が 65 歳以上であったが，その理由については，バイ

い。しかし talk and deteriorate 症例においては初診時

タルサインが不安定であった，あるいは家族との話

GCS は転帰と相関しないともいわれており 18,19），高

し合いの結果，侵襲的治療を断念した等の消極的理

齢者にかぎらず，初診時 GCS のみに重きをおいた治

由の記載があった。実際のところは可及的治療とし

療方針決定はむしろ転帰不良例を増加させる可能性

て，あるいはやむなく穿頭術を選択したケースも多

があることを熟知しておくべきである。

いと考える。

Nirula ら は National Trauma Data Bank に お け る
65 歳以上の症例の検討において，重度多発外傷と中

（ 3）高齢者重症頭部外傷における積極的治療の決定
因子

等度〜重症頭部外傷を合併した症例で，かつ入院時
収 縮 期 血 圧 90 mmHg 未 満 の 症 例 は 死 亡 率 が ほ ぼ

JNTDB 参加各施設において高齢者頭部外傷の積極

100 % であり，このような症例については治療を撤

的治療を決定する場合，主治医はどういった点に着

退すべきであるとの意見を述べている 20）。もちろん

目して考慮しているのかという疑問から，積極的治

米国からのデータをそのままわが国の診療に当ては

療群，保存的治療群の 2 群で年齢，GCS，ISS，バイ

めることはできないが，わが国においても引き続き

タルサインの差異を明らかにした。結果としては

バイタルサイン，予後，病型等含めた解析を行い，

Table 5 の如く，受傷時年齢 75 歳前後，あるいは初

高齢者における治療方針決定のエビデンスを構築し

診時および悪化時 GCS 7 点前後で積極的治療の判断

ていく必要があろう。

がなされていたが，ISS，初診時血糖値やバイタルサ
インは二群間で有意差はなかった。

高齢者重症頭部外傷の治療方針決定に際して，ど
のような症例に積極的治療を行うべきかの判断は難

年齢に関して，重症頭部外傷治療・管理のガイド

しく，積極的治療を行ったにもかかわらず転帰が不

ライン 16）には 70 歳以上で死亡率 70 % 以上になり手

良な症例は少なからず存在する。高齢者の生理的特

術の有無にかかわらず転帰不良であるとの記載があ

徴である重要臓器の機能低下や既往歴の存在等も統

ることから，75 歳前後で積極的治療選択の判断がな

合的に判断し，それらを加味しつつ治療を行うべき

されていることも理解できる結果である。一方，ガ

であると考える。

イドラインには 75 歳以上の急性硬膜下血腫例におい
ても GCS 4 以上で脳実質損傷が少なく，受傷前に

ADL が自立していた場合は，早期の積極的治療によ
り予後良好となることもあるとの記載もあり，一概

Ⅴ ────────────────結

語─

JNTDB プロジェクト 2004 の検討により，高齢者
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における積極的治療の決定は主に年齢と GCS で判断
されていることが明らかとなった。今後それらが適
切であるか評価が必要である。進行する高齢化社会
への対応として，高齢者特有の病態生理や転帰を加
味し，治療撤退の判断をも含めた治療ガイドライン
考案が不可欠となろう。
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The purpose of this study was clarify the clinical features, a
change of the therapy and the effect, connection with the
outcome of acute subdural hematoma registered on the Japan
Neurotrauma Data Bank (JNTDB) presented in 1998 and 2004.
Among those, 421 cases in P1998 and 380 cases in P2004 aged
more than 6 years who presented with Glasgow Coma Scale
(GCS) 8 or less on admission and with ASDH on CT findings
were retrospectively analyzed.
As for the age distribution, two peaks were seen in young aged
16 – 20 years and old aged 61 – 65 years. The ratio of the ASDH
case in young cases (45 years) decreased compared with P1998.
A ratio of traffic accidents decreased, and a ratio of the injury by
the fall increased. Surgical treatment was performed to 63.2%
(P2004), 65.1% (P1998), and was performed both projects most
together by a 46 – 65 year-old case. Hematoma evacuation group
increased to 21.1% from 14.5%, and a burr hole opening decreased
to 17.1% (P2004) from 22.3% (P1998). The temperature management was performed to 41.2% (P2004), 20.5% (P1998), especially
the younger cases (45 years) in P2004, the temperature management was performed to 56.2%.
The overall mortality is 67.7% (P1998), and 54.5% (P2004). The
mortality of the temperature management cases was decreased,
but the favorable outcome group does not increase. In younger
cases (45 years), the favorable outcome group improved to
47.1% (P2004) from 33.3% (P1998) in the hypothermia group,
and improved to 45.5% (P2004) from 30.0% (P1998) in the
normothemia group. Temperature management after surgical
treatment was more common, used to 57.5% (P2004) and 29.2%
(P1998). The rate of favorable outcome group tends to increase
in the hypothermia and normothermia group with craniotomy,
but the mortality was not seen in the difference with the no
temperature management group. For the case that used temperature management with a burr hole opening, the effect was
not clear.
An outcome tends to be good for the case that used temperature management together with craniotomy and will require the
accumulation of the further case in future.
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Ⅰ ────────────────はじめに ─

Table 1 Characteristics of ASDH cases
P1998

重症頭部外傷の中でも急性硬膜下血腫（ ASDH）
はその治療が非常に難しい病態の 1 つである。受傷

(%)

P2004

(%)

No. of cases
total cases

421

380

初期の占拠性病変は局所にとどまらず，脳実質に

< 46 yrs

125

(29.7)

89

46 – 65 yrs

137

(32.5)

117

(30.8)

様々な影響を及ぼし著明な脳腫脹をきたす場合も

> 65 yrs

159

(37.8)

174

(45.8)

多々みられる 1）。これまで多くの施設からその治療

mean age (yrs) 54.7 ± 22.6

転帰については様々な報告がなされているが

male : female

8,14,

15,16），手術適応や治療戦略についても各施設による

相異がみられることも否定できない。その中で今回
の日本頭部外傷データバンク（ JNTDB）から示され

(23.4)

59.0 ± 19.8 *p=0.00381

295 : 126

262 : 118

Cause of injury
Traffic

227

(53.9)

141

Fall

150

(35.6)

188

(37.1)
(49.5)

others

44

(10.5)

51

(13.4)

た疫学的研究は，外傷を多く扱う施設における現状

< 46 yrs

を示した貴重なデータであり，さらに， 2 つの大き

Traffic

94

51

Fall

18

24

other

13

14

Traffic

65

44

Fall

57

55

other

15

18

なプロジェクト（プロジェクト 1998（ P1998）とプ
ロジェクト 2004（ P2004））は， 2000 年に発表され
た「重症頭部外傷

治療・管理のガイドライン」 2）

をまたいだ報告という意味でも注目される。今回は
急性硬膜下血腫重症例に注目して，臨床的特徴，治

46 – 65 yrs

> 65 yrs

療法の変化とその効果，転帰との関連について比較

Traffic

68

46

Fall

75

109

検討した。

other

9

19

Ⅱ────────────────対象と方法 ─
2 つのプロジェクトデザインは若干の違いがある。

た症例，死亡原因が他原因と記載されている症例を

登録施設は 10 施設から 19 施設に増加し，うち 9 施

除外した。さらにその中から受傷 24 時間以降に搬送

設が両プロジェクトに参加している。 P1998 からの

された症例，開放性脳損傷，GCS 不明の症例を除外

参加施設は主に救命救急センターを中心とした 3 次

し，この条件で重症頭部外傷例を P1998 から 706 例，

医療機関が多く，それに比べて P2004 からの参加は

P2004 から 716 例を抽出した。各施設における来院

2 次医療機関の割合が増加した。登録期間は P1998

時もしくは経過中の CT 所見において ASDH の記載

が 36 カ月間， P2004 では 24 ヵ月間であるが，施設

が み ら れ た 症 例 は 各 々 421 例 と 380 例 で こ れ ら を

数 の 増 加 に よ り 登 録 症 例 数 は P1998 が 1002 例 ，

ASDH 群，その他を nonASDH 群として検討を行っ

P2004 では 1101 例と両プロジェクトとも 1000 例を

た（Table 1）。年齢は P1998 の報告書 13）にて示され

超える症例が登録された。ただし対象 GCS の時期や

た 45 歳を目安とし， 45 歳以下を若年群， 46 歳以上

小児例の扱いにも相違があり，データシートの内容

では同様に前回高齢者群でピークを認めた 65 歳を区

も

392 項目から 120 項目に大幅に絞られている 3,4）。

切りと考え，65 歳までを中年群，66 歳以上を高年群

今回の検討対象は， JNTDB 登録症例から搬入時

と区分した。治療法は保存群，穿頭術，血腫除去術，

Glasgow Coma Scale（GCS）score が 9 以上，6 歳未

減圧術の 4 群に分類し，外科的療法は最終的に行わ

満の小児，来院時もしくは来院前に心肺停止となっ

れたものに分類した。つまり穿頭術は穿頭のみ行わ
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Fig.1 Distribution of ASDH cases by 5-years age groups.

Fig.2 Incidence of acute subdural hematoma (ASDH) in severe head injury.

れた症例で，小開頭（ HIT）のみ行われた症例もこ
の群に含まれる。体温管理は， P1998 で「低体温療
法 ⁄ 有」かつ「最低体温」が 35.5 ℃未満を低体温群，

Ⅲ ────────────────結

果─

（1）臨床的特徴

35.5 ℃以上を平温管理群に，P2004 では「体温管理」

a． 年齢構成

の項目を基準に分類した。転帰は退院時もしくは

年齢分布を 5 歳ごとにグラフに示すと二峰性分布

6 ヵ月後に示された GOS として検討を進め，転帰良

が明らかとなった（Fig.1）。初めのピークは 10 歳後

，転帰不良群（SD + VS）
，死亡群（D）
好群（GR + MD）

半に急峻に立ち上がり，その後徐々に下降する若年

に区分した。統計学的解析には Chi-square test もし

者で構成されるもので， 2 つ目は 45 歳から徐々に増

くは t 検定を用い，5 % 未満を有意水準とした。

加し，65 歳をピークに漸減する中高年者で構成され
る。 P1998 と比較すると， P2004 において 1 つ目の
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Table 2 Population of GCS on admission

b．受傷機転

ASDH 症例における受傷機転の中で交通事故の占

P1998
GCS

< 46 yrs

46 – 65 yrs

> 65 yrs

total

%

める割合は P1998 で 53.9 %（ 227 ⁄ 421）， P2004 では

3

27

49

32

108

(25.7)

4

24

33

51

108

(25.7)

37.1 %（141 ⁄ 380）へと減少し，転倒による受傷症例

5

18

11

23

52

(12.4)

6

18

15

21

54

(12.8)

7

23

23

14

60

(14.3)

ていた交通事故症例が P2004 で 57.3 %（ 51 ⁄ 89）に

8

15

6

18

39

(9.3)

減少した。 46 歳以上においても交通事故の割合は

の割合の増加が目立つ。年齢構成別に比較してみる
と 45 歳以下で P1998 では 75.2 %（ 94 ⁄ 125）を占め

44.9 %（ 133 ⁄ 296）から 30.9 %（ 90 ⁄ 291）に減少が

GCS: Glasgow Coma Scale
mean ± SD 4.92 ± 1.68

みられるが，若年者ほど顕著ではない。しかしなが
ら若年者の交通事故による受傷比率は減少したとは

P2004
GCS

< 46 yrs

46 – 65 yrs

> 65 yrs

total

%

いえ半数以上を占めており，高齢になるほど転倒に

3

23

35

39

97

(25.5)

4

25

32

54

111

(29.2)

よる受傷比率が増加する傾向は P1998 と同様であっ

5

8

11

14

33

(8.7)

6

13

19

29

61

(16.1)

7

12

15

27

54

(14.2)

来院時 GCS は，P1998 が 4.92，P2004 で 4.83 と差

8

8

5

11

24

(6.3)

は認めず，年齢構成群別に比較しても差は認めない

た（Table 1）。
c． 来院時 GCS・ISS

（Table 2）。また ISS についても差は認められなかっ

GCS: Glasgow Coma Scale
mean ± SD 4.83 ± 1.61

た。交通事故例と非交通事故例を比較すると，両プ
ロジェクトとも非交通事故症例の平均年齢，平均

ISS ともに有意に低値であり，その傾向は P2004 で
ピーク，すなわち若年者の減少が目立つ。 P1998 で

より顕著であった（Table 3）
。

45 歳以下での ASDH 症例の割合は 29.7 %（125 ⁄ 421）
であったが， P2004 では 23.4 %（ 89 ⁄ 380）と減少し
て い た 。 46 歳 以 上 に つ い て も P1998 で は 73.1 %

（2）治療
a． 手術療法

（ 296 ⁄ 405） を 占 め て い た が ， P2004 に な り 65.0 %

外科的治療は P1998 で 274 例（ 65.1 %）， P2004 で

（ 291 ⁄ 448） と ASDH 症 例 の 比 率 は 減 少 し て い る

240 例（63.2 %）に行われた（Table 4）。P2004 では

（Fig.2）
。男女比は P1998 が 2.34 : 1，P2004 で 2.22 : 1

46 〜 65 歳で 70.1 %（ 82 ⁄ 117）と最も多く，次いで
45 歳 以 下 67.4 %（ 60 ⁄ 89）， 65 歳 以 上 に も 56.3 %

と男性が多い傾向に変化はない。

Table 3 Age, GCS and ISS correlated with mechanism of injury
P1998

No.

Age (mean ± SD)

TA

227

48.9 ± 23.5

non TA

194

61.4 ± 19.4

No.

Age (mean ± SD)

TA

141

52.6 ± 20.7

non TA

239

62.8 ± 18.3

P2004

p value
< 0.0001
p value
< 0.0001

GCS (mean ± SD)
5.02 ± 1.7
4.80 ± 1.6
GCS (mean ± SD)
4.90 ± 1.6
4.78 ± 1.6

p value
0.5508
p value
0.4427

ISS (mean ± SD)
28.9 ± 9.4
25.9 ± 7.8
ISS (mean ± SD)
28.3 ± 8.7
24.0 ± 8.7

TA: traffic accident, nonTA: non traffic accident, GCS: Glasgow Coma Scale, ISS: Injury Severity Score
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p value
< 0.0001
p value
< 0.0001

（98 ⁄ 174）に手術が行われていた。 P1998 では 46 〜

Table 4 Surgical treatment for ASDH patients
P1998

65 歳 75.2 %（103 ⁄ 138），45 歳以下 68.8 %（86 ⁄ 125），

P2004

No.

(%)

DC

119

(28.3)

EV

61

BH

66 歳以上 53.5 %（85 ⁄ 159）であるので，46 〜 65 歳

No.

(%)

DC

95

(25.0)

的治療の傾向は両プロジェクトに差はみられなかっ

(14.5)

EV

80

(21.1)

94

(22.3)

BH

65

(17.1)

た。65 歳以下では外科的治療の割合は減少したが 66

no

147

(34.9)

no

140

(36.8)

DC

44

(35.2)

DC

28

(31.5)

14.5 %（61 例）から P2004 21.1 %（80 ⁄ 380）に増加，

EV

19

(15.2)

EV

20

(22.5)

穿頭術が同様に 22.3 %（94 ⁄ 421）から 17.1 %（65 ⁄ 380）

BH

23

(18.4)

BH

12

(13.5)

に減少したのが特徴的である。年齢群毎に術式を比

no

39

(31.2)

no

29

(32.6)

較してみると，いずれの年齢層でも穿頭術が行われ

DC

48

(35.0)

DC

43

(36.8)

の割合の増加がみられている。減圧術については，

EV

22

(16.1)

EV

19

(16.2)

46 〜 65 歳では 35.0 % から 36.8 % に増加がみられて

BH

33

(24.1)

BH

20

(17.1)

いるが， 45 歳以下では 35.2 % から 31.5 % へ， 66 歳

no

34

(24.8)

no

35

(29.9)

以上でも 17.0 % から 13.8 % へと減少した。

DC

27

(17.0)

DC

24

(13.8)

EV

20

(12.6)

EV

41

(23.6)

BH

38

(23.9)

BH

33

(19.0)

53.0 ± 22.3，56.6 ± 22.3，P2004 52.0 ± 18.1，59.4 ± 21.4，

no

74

(46.5)

no

76

(43.7)

62.1 ± 17.6 であった。来院時 GCS も同様に P1998 で

All cases

の症例に最も外科的治療が行われ，各年齢層の外科

歳以上ではその割合は増加している。外科的治療群
の内訳を割合で比較すると，血腫除去術が P1998

< 46 yrs

た比率は減少し，血腫除去術，減圧術などの開頭術

46 – 65 yrs

> 65 yrs

治療法毎に平均年齢を比較すると，減圧術，血腫
除 去 術 ， 穿 頭 術 の 順 で ， P1998 で は 48.5 ± 21.3,

5.3 ± 1.7，5.1 ± 1.6，4.4 ± 1.6，P2004 5.0 ± 1.6，5.3 ± 1.7，

DC: decompressive craniotomy, EV: evacuate of hematoma,
BH: burr hole surgery, no: no surgical treatments

4.6 ± 1.5 となり，両プロジェクトともに穿頭術は，
高年齢，重症度の高い症例に選択されていると推測

Table 5 Age, GCS and ISS correlated with surgical treatment
P1998

No.

Age (mean ± SD)

p value

GCS (mean ± SD)

p value

ISS (mean ± SD)

p value

DC

119

48.5 ± 21.3

ns

5.27 ± 1.7

p=0.002 (vs BH)

26.7 ± 8.7

ns

EV

61

53.0 ± 22.3

ns

5.15 ± 1.6

28.2 ± 8.7

ns

BH

94

56.6 ± 22.3

ns

4.45 ± 1.6

27.5 ± 8.2

ns

P2004

Age (mean ± SD)

p value

GCS (mean ± SD)

p value

ISS (mean ± SD)

p value

DC

No.
95

52.0 ± 18.1

p=0.001 (vs BH)

5.03 ± 1.6

p=0.036 (vs BH)

27.4 ± 9.4

ns

EV

80

59.4 ± 21.4

5.30 ± 1.7

24.3 ± 8.8

ns

BH

65

62.0 ± 17.6

4.57 ± 1.5

27.5 ± 7.3

ns

Significance of difference (P1998 vs P2004)
Age

DC p=0.197

GCS

DC p=0.300

ISS

DC p=0.773

EV p=0.089

EV p=0.586

EV p=0.012

BH p=0.088

BH p=0.618

BH p=0.995

DC: decompressive craniotomy, EV: evacuate of hematoma, BH: burr hole surgery
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で 検 討 し た 。 P1998 で 20.5 %（ 83 例 ）， P2004 で

Table 6 Temperature control therapy for ASDH patients
P1998

41.2 %（155 例）に対して行われた。年齢群毎にみて

P2004

No.

(%)

No.

(%)

も P1998 で は 45 歳 以 下 39.0 %， 46 〜 65 歳 24.1 %，

All cases

66 歳 以 上 3.3 % で あ っ た が ， P2004 は 45 歳 以 下 で

HT

67

(16.6)

HT

43

(11.4)

56.2 % と半数を超え， 46 〜 65 歳でも 48.3 %， 66 歳

NT

16

(4.0)

NT

112

(29.8)

no

321

(79.5)

no

221

(58.8)

以上に対して 28.7 % に行われていた。 P1998 で体温

HT

36

(30.5)

HT

17

(19.1)

極的平温管理は 16 例と 8 割は低体温療法が行われて

NT

10

(8.5)

NT

33

(37.1)

い た 。 一 方 ， P2004 155 例 で は 低 体 温 管 理 43 例

no

72

(61.0)

no

39

(43.8)

（27.7 %），積極的平温管理 112 例と 7 割以上が平温

HT

26

(19.5)

HT

15

(12.9)

は P1998 で 153 例中 5 例（ 3.3 %），全例低体温治療

NT

6

(4.5)

NT

41

(35.3)

101

(75.9)

no

60

(51.7)

が行われていたのに対して， P2004 では 171 例中 49

HT

5

(3.3)

HT

11

(6.4)

NT

0

(0.0)

NT

38

(22.2)

行われた症例中，低体温が選択された割合は 45 歳以

148

(96.7)

no

122

(71.3)

下 で 34.0 %， 46 〜 65 歳 で 26.8 %， 66 歳 以 上 で

管理が行われた 83 例のうち低体温管理が 67 例，積

< 46 yrs

管理とその割合は逆転した。66 歳以上での体温管理

46 – 65 yrs

no

例（ 28.7 %）に行われ，その 22.5 %（ 11 例）のみに

> 65 yrs

no

低体温療法が選択されていた。 P2004 で体温管理が

22.4 % と若年者ほど低体温治療が選択される割合は

HT: hypothermia therapy, NT: normothermia control,
no: no temperature control

多かった（Table 6）
。
また，積極的平温管理群の平均年齢を両プロジェ
クトで比べると， P2004 で有意に高く，年齢が高い

された（Table 5）
。
b．体温管理

症例に対しても体温管理が行われたことが示唆され

体温管理は，ワークシート記載から詳細がわから

る。来院時 GCS， ISS と体温管理の有無については

なかった例を除外し， P1998 404 例， P2004 376 例

明らかな差を認めない（Table 7）
。

Table 7 Age, GCS and ISS correlated with temperature control therapy
P1998

No.

Age (mean ± SD)

p value

GCS (mean ± SD)

p value

ISS (mean ± SD)

p value

HT

67

40.0 ± 18.8

p<0.0001 (vs no)

5.01 ± 1.6

NS

27.2 ± 8.8

NS

NT

16

33.5 ± 17.5

p=0.002 (vs no)

4.69 ± 1.7

NS

26.3 ± 8.8

NS

no

321

58.9 ± 21.7

4.89 ± 1.7

NS

27.7 ± 8.8

NS

P2004

No.

Age (mean ± SD)

p value

GCS (mean ± SD)

p value

ISS (mean ± SD)

p value

47.4 ± 21.7

p<0.0001 (vs no)

5.16 ± 1.6

NS

25.2 ± 7.4

NS

p=0.002 (vs no)

4.94 ± 1.6

NS

26.4 ± 9.2

NS

4.71 ± 1.6

NS

25.4 ± 9.2

NS

HT

43

NT

112

55.0 ± 19.3

no

221

63.0 ± 18.6
Significance of difference (P1998 vs P2004)
Age

HT p=0.61

GCS

HT p=0.635
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HT p=0.205

NT p<0.001

NT p=0.564

NT p=0.939

no p=0.022

no p=0.223

no p=0.04

HT: hypothermia therapy, NT: normothermia control, no: no temperature control
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Table 8 Outcome correlated with GCS on admission
P2004

P1998
GCS

GR + MD

SD + VS

D

motarity (%)

GCS

GR + MD

SD + VS

D

motarity (%)

3

6

13

89

(82.4)

3

5

20

72

(74.2)

4

8

15

85

(78.7)

4

12

30

69

(62.2)

5

8

6

38

(73.1)

5

5

13

15

(45.5)

6

12

10

32

(59.3)

6

13

21

27

(44.3)

7

21

12

27

(45.0)

7

20

18

16

(29.6)

8

20

5

14

(35.9)

8

10

6

8

(33.3)

total

75

61

285

(67.7)

total

65

108

207

(54.5)

17.8

14.5

67.7

17.1

28.4

54.5

%

%

GR: good recovery, MD: moderate disable, SD: severe disable, VS: vegitative state, D: dead

Table 9 Outcome correlated with surgical procedures
P1998
GR + MD

P2004

(%)

SD + VS

(%)

D

(%)

65

(54.6)

DC

all cases

GR + MD

(%)

SD + VS

(%)

D

(%)

21

(22.1)

37

(38.9)

37

(38.9)

all cases

DC

24

(20.2)

30

(25.2)

EV

19

(31.1)

13

(21.3)

29

(47.5)

EV

22

(27.5)

29

(36.3)

29

(36.3)

BH

7

(7.4)

5

(5.3)

82

(87.2)

BH

4

(6.2)

13

(20.0)

48

(73.8)

no

25

(17.0)

13

(8.8)

109

(74.1)

no

18

(12.9)

29

(20.7)

93

(66.4)

DC

16

(36.4)

10

(22.7)

18

(40.9)

DC

11

(39.3)

9

(32.1)

8

(28.6)

EV

5

(26.3)

3

(15.8)

11

(57.9)

EV

11

(55.0)

0

(0.0)

9

(45.0)

BH

5

(21.7)

1

(4.3)

17

(73.9)

BH

1

(8.3)

2

(16.7)

9

(75.0)

no

15

(38.5)

2

(5.1)

22

(56.4)

no

11

(37.9)

4

(13.8)

14

(48.3)

< 46 yrs

< 46 yrs

46 – 65 yrs

46 – 65 yrs

DC

6

(12.5)

15

(31.3)

27

(56.3)

DC

8

(18.6)

19

(44.2)

16

(37.2)

EV

9

(40.9)

4

(18.2)

9

(40.9)

EV

4

(21.1)

10

(52.6)

5

(26.3)

BH

0

(0.0)

2

(6.1)

31

(93.9)

BH

2

(10.0)

5

(25.0)

13

(65.0)

no

5

(14.7)

1

(2.9)

28

(82.4)

no

2

(5.7)

8

(22.9)

25

(71.4)

> 65 yrs

> 65 yrs
DC

2

(7.4)

5

(18.5)

20

(74.1)

DC

2

(8.3)

9

(37.5)

13

(54.2)

EV

5

(25.0)

6

(30.0)

9

(45.0)

EV

7

(17.1)

19

(46.3)

15

(36.6)

BH

2

(5.3)

2

(5.3)

34

(89.5)

BH

1

(3.0)

6

(18.2)

26

(78.8)

no

5

(6.8)

10

(13.5)

59

(79.7)

no

5

(6.6)

17

(22.4)

54

(71.1)

GR: good recovery, MD: moderate disable, SD: severe disable, VS: vegitative state, D: dead, DC: decompressive craniotomy,
EV: evacuate of hematoma, BH: burr hole surgery, no: no surgical treatments

（3）転帰

が現状である。生存群の中で転帰良好例（GR + MD）

a． 退院時 GOS

は P1998 17.8 %（ 75 ⁄ 421）， P2004 17.1 %（ 65 ⁄ 380）

死亡率は P1998 で 67.7 %，P2004 では 54.5 % と有意

で，P2004 での死亡率の減少は転帰良好例の増加には

な減少がみられるものの，半数以上は死亡しているの

寄与していない。転帰不良例（ SD + VS）は 14.5 %
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Table 10 Outcome correlated with temperature control thrapy
P2004

P1998
GR + MD

(%)

SD + VS

(%)

D

GR + MD

(%)

(%)

SD + VS

(%)

D

(%)

all cases

all cases
HT

16

(23.9)

17

(25.4)

34

(50.7)

HT

13

(30.2)

13

(30.2)

17

(39.5)

NT

3

(18.8)

3

(18.8)

10

(62.5)

NT

25

(22.3)

46

(41.1)

41

(36.6)

no

55

(17.1)

40

(12.5)

226

(70.4)

no

27

(12.2)

48

(21.7)

146

(66.1)

HT

12

(33.3)

11

(30.6)

13

(36.1)

HT

8

(47.1)

3

(17.6)

6

(35.3)

NT

3

(30.0)

2

(20.0)

5

(50.0)

NT

15

(45.5)

8

(24.2)

10

(30.3)

no

25

(34.7)

3

(4.2)

44

(61.1)

no

11

(28.2)

4

(10.3)

24

(61.5)

HT

2

(7.7)

6

(23.1)

18

(69.2)

HT

3

(20.0)

5

(33.3)

7

(46.7)

NT

0

(0.0)

1

(16.7)

5

(83.3)

NT

7

(17.1)

20

(48.8)

14

(34.1)

no

18

(17.8)

15

(14.9)

68

(67.3)

no

6

(10.0)

16

(26.7)

38

(63.3)

< 46 yrs

< 46 yrs

46 – 65 yrs

46 – 65 yrs

> 65 yrs

> 65 yrs

HT

2

(40.0)

0

(0.0)

3

(60.0)

HT

2

(18.2)

5

(45.5)

4

(36.4)

NT

0

(0.0)

0

(0.0)

0

(0.0)

NT

3

(7.9)

18

(47.4)

17

(44.7)

no

12

(8.1)

22

(14.9)

114

(77.0)

no

10

(8.2)

28

(23.0)

84

(68.9)

GR: good recovery, MD: moderate disable, SD: severe disable, VS: vegitative state, D: dead, HT: hypothermia therapy,
NT: normothermia control, no: no temperature control

（ 61 例 ） か ら 28.4 %（ 108 例 ） に 増 加 が み ら れ た
（Table 8）
。

若年層では予後良好率は 36.4 %（16 例）から 39.3 %
（11 例）と変化なく，死亡率は 40.9 %（ 18 例）から

b．来院時重症度と GOS

29.6 %（8 例）に改善しているものの，予後不良例は

来院時 GCS と GOS の関係を示す。来院時 GCS

22.7 %（ 10 例）ら 32.1 %（ 9 例）に増加していた。

が 4, 5, 6, 7 にて P1998 に比べ 10 % 以上の有意な死

46 〜 65 歳（ P1998 48 例 ⁄ P2004 43 例）では死亡率

亡率の減少がみられ，特に来院時 GCS 5 においては

が 56.3 %（27 例）から 39.0 %（16 例）と減少し，予

73.1 %（38 ⁄ 52）から 45.5 %（15 ⁄ 33）に減少してい

後良好群も 12.5 %（6 例）から 18.6 %（8 例）に改善

た（Table 8）
。

し て い た 。 66 歳 以 上 （ P1998 27 例 ⁄ P2004 24 例 ）

c． 手術治療と GOS

P1998 における手術方法と死亡率に注目すると，

で は ， 死 亡 率 の 減 少 （ 74.1 %（ 20 例 ） か ら 66.7 %
（ 13 例 ））， 予 後 良 好 群 の 斬 増 （ 7.4 %（ 2 例 ） か ら

血腫除去術は 47.5 %（29 ⁄ 61），減圧術で 54.6 %（65 ⁄

8.3 %（ 2 例））を認めるが，転帰不良例が 18.5 % か

119）であったのに対し，穿頭術は 87.2 %（ 82 ⁄ 94）

ら 37.5 % に大幅に増加していることが明らかとなっ

と非手術例 73.9 %（ 108 ⁄ 146）よりも高い死亡率と

た。

なっていた（Table 9）。この傾向は P2004 でも同様

開頭術についても全年齢で死亡率は減少した。 45

で，血腫除去術 36.3 %（29 ⁄ 80）
，減圧術 40.0 %（37 ⁄ 95），

歳以下においては転帰良好例の割合の増加がみられ

穿頭術 73.9 %（ 48 ⁄ 65），非手術例 66.4 %（ 93 ⁄ 140）

たが，中高年群では転帰良好例は減少し，転帰不良

であった。

例の著明な増加が認められた。

減圧術を施行した症例に関して年齢と転帰の関連
をみる。 45 歳以下（ P1998 44 例 ⁄ P2004 28 例）の
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d．体温管理と GOS
体温管理が行われた症例に関して P1998 と P2004

Table 11 Outcome after surgical treatment compared with or without temperature control therapy
P2004

P1998
GR + MD (%)

SD + VS (%)

D

(%)

GR + MD (%)

Total

SD + VS (%)

D

(%)

Total

Temperature control (+)

Temperature control (+)
DC

10

(20.0)

16

(32.0)

24 (48.0)

50

DC

17

(25.0)

32

(47.1)

19 (27.9)

68

EV

5

(31.3)

2

(12.5)

9 (56.3)

16

EV

15

(30.6)

16

(32.7)

18 (36.7)

49

BH

3

(21.4)

2

(14.3)

9 (64.3)

14

BH

2

(9.5)

5

(23.8)

14 (66.7)

21
138

80
Hypothermia

Hypothermia
DC

9

(22.5)

14

(35.0)

17 (42.5)

40

DC

5

(26.3)

6

(31.6)

8

(42.1)

19

EV

4

(28.6)

2

(14.3)

8 (57.1)

14

EV

6

(37.5)

5

(31.3)

5

(31.3)

16

BH

2

(20.0)

1

(10.0)

7 (70.0)

10

BH

1

(50.0)

0

(0.0)

1

(50.0)

2

Normothermia

Normothermia
DC

1

(10.0)

2

(20.0)

7 (70.0)

10

DC

12

(24.5)

26

(53.1)

11 (22.4)

49

EV

1

(50.0)

0

(0.0)

1 (50.0)

2

EV

9

(27.3)

11

(33.3)

13 (39.4)

33

BH

1

(25.0)

1

(25.0)

2 (50.0)

4

BH

1

(5.3)

5

(26.3)

13 (68.4)

19

Temperature control (–)

Temperature control (–)
DC

14

(21.2)

14

(21.2)

38 (57.6)

66

DC

4

(14.8)

5

(18.5)

18 (66.7)

27

EV

14

(36.8)

10

(26.3)

14 (36.8)

38

EV

7

(22.6)

13

(41.9)

11 (35.5)

31

BH

4

(5.3)

3

(3.9)

69 (90.8)

76

BH

2

(4.5)

8

(18.2)

34 (77.3)

44
102

180

GR: good recovery, MD: moderate disable, SD: severe disable, VS: vegitative state, D: dead, DC: decompressive craniotomy,
EV: evacuate of hematoma, BH: burr hole surgery, no: no surgical treatments

を比較すると，低体温・平温管理いずれにおいても

と，減圧術 95 例中 68 例（71.6 %），血腫除去術 80 例

死亡率の減少が認められた（Table 10）。転帰良好群

中 49 例（61.3 %），穿頭術 65 例中 21 例（32.3 %）で

も低体温群で 23.9 %（ 16 ⁄ 67）から 30.2 %（ 13 ⁄ 43），

あり， P1998 に比べていずれもその割合はいずれも

平温管理群で 18.8 %（ 3 ⁄ 16）から 22.3 %（ 25 ⁄ 112）と

大きく増加している。

改善がみられている。45 歳以下における体温管理症

減圧術が行われた症例で，低体温を併用の有無に

例についてその転帰をみると，低体温群（P1998 36

ついて分類しその転帰を比較すると，両プロジェク

例 ⁄ P2004 17 例）においては転帰良好例が 33.3 %（12）

トにおいて良好な転帰の増加がみられる。特に

から 47.1 %（8）に，平温管理群（P1998 10 例 ⁄ P2004

P2004 で，体温管理が行われなかった症例（ 27 例）

33 例）での転帰良好例も 30.0 %（3）から 45.5 %（15）

の転帰良好，不良，死亡はそれぞれ 14.8 %（ 4 例），

に大きく改善がみられている。 46 歳以上では P1998

18.5 %（5 例），66.7 %（18 例）であったのに対して，

において症例数が少なく比較は困難だが，死亡率が

低 体 温 19 例 で は 26.3 %（ 5 例 ）， 31.6 %（ 6 例 ），

減少する傾向は認められる。

42.1 %（ 8 例）であった。平温管理を併用した 16 例

e． 手術，体温管理併用療法と GOS

についても 37.5 %（6 例）に転帰良好例がみられた。

外科的治療と体温管理が併用されたのは P1998 が

血腫除去術後に低体温を併用した 16 例も，転帰良

80 例， P2004 が 138 例で，これらは外科的治療後に

好例は 37.5 %（ 6 例）にみられていた。平温管理 33

P1998 で 29.2 %， P2004 で 57.5 % に行われたことに

例も 9 例（ 27.3 %）は転帰良好であった。しかし，

なる（Table 11）。P2004 について，手術法毎に分類

死亡率は低体温 31.3 %（5 例），平温管理 39.4 %（13

し術後に体温管理を併用した症例の割合を比較する

例）と，体温管理非施行例（35.5 %: 11 ⁄ 31）との差

頭部外傷データバンク【プロジェクト 2004】189

へと大きく減少した。一方で nonASDH 症例に目を

はみられなかった。
穿頭術では P2004 において低体温が併用されたの

向けると P1998 において 77.9 %（ 222 ⁄ 285）， P2004

は 2 例 の み で あ っ た 。 平 温 管 理 19 例 で は 死 亡 率

で も 71.7 %（ 241 ⁄ 336） が 交 通 事 故 に よ る 受 傷 で

68.4 %（ 13 例），予後良好例 5.2 %（ 1 例）で，体温

あった。受傷機転の変化はその病態にも影響してい

管理がなされなかった 44 例（死亡率 77.3 %（34 例），

る可能性がある。つまり交通事故などの高エネル

予後良好 4.5 %（ 2 例））と比べてその効果は明らか

ギー損傷の場合には今回の検討のごとく瀰漫性損傷

ではないと思われた。

などの脳実質損傷が多く，他臓器損傷合併例も多く
含まれるため，単独外傷に比べても死亡率が高いと

Ⅳ ────────────────考

察─

される 6,10,11）。一方で高齢者の転倒・転落に ASDH
が多く，特に実質損傷を伴わない simple SDH も多

頭部外傷データバンクに登録症例の脳外傷の病態

く含まれるが，高齢者ほどその転帰は悪いとする報

は一様ではない。今回の検討では登録症例中，共通

告は多い 7,10,12）。この受傷機転の変化が，年齢構成さ

する病態として画像上急性硬膜下血腫が認められる

らには今回検討した治療戦略，転帰にも影響が及ん

重症例に限定したが，これら抽出症例の中にも彌慢

でいる可能性も否定できない。

性脳損傷や局所損傷が中心となる症例も含まれてい
ることも念頭に置く必要がある。

外科的治療が選択された割合は両プロジェクトに
変化はなく，65 歳以下の約 7 割，66 歳以上でも半数

今回検討した P2004 における ASDH 症例の年齢構

以上に外科的治療が行われていた。いずれの年齢で

成は，45 歳を境に若年者と中高年者それぞれピーク

も穿頭術の減少，減圧術の漸減と血腫除去術の増加

を認めた。この結果は P1998 と重なる結果であり，

が認められた。穿頭術を先行させる治療戦略の効果

GCS 8 以下を検討した米国の TCDB の報告にあるよ

はまだ不確定である 15,17）。今回の症例の中で穿頭術

うな若年者にピークを持つ年齢構成とは大きく異な

が選択された症例をみても，年齢，来院時 GCS とも

る 7,9,10）。また P1998 での検討でも若年者より中高年

に，他の手術施行群に比べると明らかに重症例が多

者の方が多いという特徴的年齢分布が報告されてい

い。この中で転帰良好となった 4 例に注目すると，

たが 12），その傾向は P2004 になりさらに顕著となっ

来院時 GCS は 7 ⁄ 1 例，6 ⁄ 3 例と比較的良好であっ

ている。若年者の割合が減少しているが，実際減少

たが，年齢は 25, 34, 60, 77 歳，体温管理は低体温 1

したのは交通事故による受傷症例であり，非交通事

例，平温管理 1 例，体温管理なし 2 例と一定の傾向

故に伴う症例数の減少はみられていないことから，

はみられなかった。症例数は少ないが，受傷機転は

若年者の減少の理由として交通事故の減少が 1 つの

いずれも非交通事故症例であった。交通事故にて受

原因となっていると考えられる。一方，中高年にお

傷し穿頭術が施行された 30 症例の転帰が VS 3 例，

いても交通事故症例数の減少がみられるが，転倒・

D 27 例と極めて不良であったことを考え合わせると

転落など非交通事故症例の増加によりこの年齢層で

注目に値する。交通事故のような強い外力と回転加

の症例数は全体としては減少していない。この交通

速度では少なからず実質損傷が伴っていると思わ

事故の減少と高齢化社会に伴う非交通事故症例の増

れ 1,5），病態の違いを考慮した治療法の選択も今後検

加が日本特有の頭部外傷の年齢構成を形成する原因

討していく必要があると思われる。今回の検討では，

となっており， P2004 においてさらにその傾向が顕

少なくとも異常肢位がみられる GCS 5 以下の症例に

著となっていると考えられる。

対して，穿頭術，さらには体温管理を含めた治療戦

今回の検討の中で ASDH 症例における交通事故の
占める割合は 53.9 %（ P1998）から 37.1 %（ P2004）
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略にて，良好な予後を期待できる可能性を明らかに
はできなかった。

穿頭術を除く外科的治療群の死亡率は，減圧術で

戦略の展開，病態に合わせた適応症例の選別などに

54.6 % から 38.9 %，血腫除去術で 47.5 % から 36.3 %

より，今後のさらなる転帰改善に向け症例を蓄積し

に減少し，生命予後について改善がみられている。

ていくことが必要であろう。

しかし生存群の中で予後良好例に目を向けると，減

頭部外傷データバンクでは，各施設の治療法の選

圧群で P1998 が 20.2 % から 22.1 %，開頭群で 31.2 %

択の差異，治療適応についての様々なバイアスがあ

から 27.5 % と改善には至っていない。死亡率の減少

ることは P1998 の報告の中でもすでに指摘されてお

が機能予後の改善には残念ながら至っていないのが

り，今回の検討においても特に治療と転帰との関連

現状である。

についての分析は難しいと考えられる。両プロジェ

開頭術では， P1998 に比べ P2004 では血腫除去術

クトの間に発表された「重症頭部外傷

治療・管理

が増加し，減圧術が漸減している。一方で体温管理

のガイドライン」は一定の治療目標を提供したもの

が併用される比率は大幅に増加した。血腫除去術と

と考えられるが， 2 つのプロジェクトは参加施設数

体温管理の併用は P1998 では 26.2 % のみであったが，

の増加，登録期間の変更など多くの点で異なり，重

P2004 で 61.3 % に，また減圧術と体温管理の併用は

症頭部外傷に対して，このガイドラインが及ぼした

P2004 で 71.6 % の症例に行われた。外傷急性期にお

影響を評価するのは難しいものと思われる。一方で

ける外減圧術の効果はいまだ議論を残しており 18,19），

今後も高齢化社会はますます加速し，年齢構成や受

その欠点も指摘される。一方で，低体温療法が頭蓋

傷形態も変化してくることが予測される。今後も頭

内圧を有意に低下させること，また鎮静薬により全

部外傷データバンクを継続することにより，重症頭

身維持管理が容易になることは近年の報告の通りで

部外傷の疫学的定点観測としての意義，さらに治療

あり 20），外減圧をしなくても体温管理など内科的治

プロトコールの共通化の試みなど新たな頭部外傷治

療を併用することにより，頭蓋内圧をコントロール

療の指針へ発展されるよう期待したい。

できる可能性を考慮し，手術内容にも変化がみられ
たとも推測される。今回の P2004 での検討で，開頭
術と体温管理を併用した症例で転帰が良好である傾
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向にあった。しかしながら体温管理が施行できない
症例には全身状態が不良な例や，術後に著明な脳浮
腫を伴うような極めて重症な症例が含まれているこ
とも考えられる。今回の結果のみにおいて体温管理
併用の功績を判断するのは早計であり，今後さらな
る症例の積み重ねが必要である。しかしながら，低
体温症例の減少，平温管理の増加にもかかわらずそ
の転帰が良好に向かっているということは，これま
での体温管理治療の経験の蓄積が適応症例の選択や
至適温度の設定，合併症対策などに寄与した結果と
考えられる。いずれにしても，重症 頭部外傷後の体
温管理がかなり一般的に行われるようになってきた
ことは確かであり，急性期の占拠性病変による頭蓋
内圧亢進に対する早期外科的治療に加えて，続発す
る二次性脳損傷に対する治療も含めた総合的な治療
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Induction of hypothermia therapy in patients with severe brain
injury was shown to improve outcome in clinical study, but the
results were not definitive. Therapy of patients with severe head
injury is need to combination of many therapies.
In this study, effect of intentional normothermia therapy and
surgical therapy was analyzed from the data of the Project 2004
in Japan Neurotrauma data bank, and compared with hypothermia and intentinal normothermia therapy. A total of 1101
cases were registered in Project 2004. We analyzed all patients
in Project 2004. Cases of induction of hypothermia and intentional normothermia therapy in Project 2004 was 107 cases and
295 cases. Cases of hypothermia therapy used with surgical
treatment were 71 cases, intentional normothermia therapy 189
cases. The rate of good outcome on discharge in hypothermia
cases was 26.2%, intentional normothermia cases was 36.9%.
Especially hypothermia therapy patients of GCS 5 – 8 case was
worse compared with intentional normothermia patients. Rate
of good outcome in hypothermia therapy patients with surgical
treatment 28.2%, intentional normothermia patients was 31.6%.
Patients of treated with intentional normothermia therapy showed
good outcome and reduction of mortality rate in Project 2004.
Further studies were necessary to show the effective combination therapy of intentional normothermia therapy in patients
with severe brain injury.

Ⅰ ────────────────はじめに ─
重症頭部外傷の治療において手術加療をはじめと

があげられる。脳低温療法の効果については議論の
分かれるところであり，有効性が示されていない。

して多くの治療法の組み合わせで行われることが多

しかしながら，重症頭部外傷において高体温になる

い。その組み合わせのひとつとして体温管理がある。

症例は多く，また高体温が神経細胞に悪影響を及ぼ

体温管理法としては脳低温療法と積極的脳平温療法

すことはよく知られている 3,4）。この点から考えても，
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重症頭部外傷患者の体温コントロールをすることは
重要な治療法であると考えられる。今回の日本頭部
外傷データバンクプロジェクト 2004 においては体温

Table 1 Glasgow Coma Scale on admission of total
cases of hypothermia and intentional normothermia
Hypothermia therapy（HT）

管理として積極的脳平温療法が新たに追加された。
積極的脳平温療法とは脳温を 35.0 〜 37.0 ℃にコント
ロールする治療法である。そこで，本研究ではプロ

GCS 3, 4

42 cases

GCS 5 〜 8

65 cases

Intentional normothermia therapy（INT）
GCS 3, 4

ジェクト 2004 のデータの中から重症頭部外傷治療に

98 cases

GCS 5 〜 8

197 cases

おいて，手術例と手術非適応例に組み合わせて行っ
た脳低温療法と積極的脳平温療法が有用であるかに
Table 2 Cases of hypothermia and intentional normothermia therapy used with surgical treatment

注目して検討した。

Ⅱ────────────────対象と方法 ─
全国 19 施設にて 2004 年 7 月から 2006 年 6 月の間

Hypothermia therapy（HT）
Intentional normothermia therapy
（INT）

71 cases（66.4%）
189 cases （64.1%）

に頭部外傷データバンクに登録された 1101 症例を対
象とした。そのうち体温管理をされていたのは脳低
温療法が 107 例，積極的脳平温療法が 295 例の合わ
せて 402 例であった。それぞれの療法での手術加療

率はそれぞれ 39.3 %， 21.4 % であった。死亡率は有

を併用された症例と保存的に加療された症例につき

意に INT 群で減少していた（Table 3-A）。次に入院

入院時 GCS，手術内容や退院時転帰（退院時 GOS）

時の GCS 3, 4 の重症例においては HT 群で転帰良好

などについて検討した。今回体温管理されなかった

群 19.0 %，死亡率 52.4 % であり，INT 群においては

症例については，手術を施行された軽症例や CPAOA

転帰良好群 16.3 %，死亡率 41.8 % であった（Table

を含む最重症例を多く含んでおり検討からは除外し

3-B）。また，GCS 5 〜 8 では HT 群，INT 群で転帰

た。

良好群は 30.8 %， 47.2 % であり，死亡率は 30.8 %，

11.2 % であり，転帰良好群，死亡率でともに有意に

Ⅲ ────────────────結

果─

プロジェクト 2004 において脳低温療法（以下 HT）

INT 群が減少していた（Table 3-C）。
次に手術症例と併用した症例の退院時転帰を比較
検討した。 HT 群， INT 群全体ではそれぞれ転帰良

を施行されたのは 107 例で， GCS 3, 4 の症例は 42

好 群 は 28.2 %， 31.6 % で あ り ， 死 亡 率 は 40.8 %，

例， GCS 5 〜 8 の症例は 65 例であった。積極的脳

28.5 % であった（Table 4-A）。有意差はなかったが，

低温療法（以下 INT）を施行されたのは 295 例で，

死亡率は INT 群で減少傾向にあった。また， GCS

GCS 3, 4 の症例は 98 例， GCS 5 〜 8 の症例は 197

3, 4 の症例で転帰を検討すると，転帰良好群は HT 群，

例であった（Table 1）
。

INT 群で 23.1 %， 14.5 % であり，死亡率は 53.8 %，

手術治療を併用されたのは HT 群で 71 例（66.4%）

40.6 % であった（Table 4-B）。また， GCS 5 〜 8 の

INT 群では 189 例（64.1 %）であった。手術内容は血

症 例 で は 転 帰 良 好 群 は HT 群 ， INT 群 で そ れ ぞ れ

腫除去，外減圧術がほとんどであった（Table 2）
。

31.1 %， 41.7 % であり，死亡率は 33.3 %， 21.7 % で

HT 群， INT 群のそれぞれの転帰良好群（ GOS に
て GR, MD）は， 26.2 %， 36.9 % であり，また死亡
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あった。死亡率は INT 群で減少する傾向を示してい
た（Table 4-C）。

Table 3 Summary of Glasgow Outcome Scale (GOS) on
discharge hypothermia therapy, intentional normothermia therapy
A: total cases

症例数

HT

INT

107

295

Table 4 Summary of GOS hypothermia therapy or
intentional normothermia therapy used with surgical
treatment
A: total cases

P値
症例数

HT

INT

71

189

P値

GR, MD

28 (26.2%)

109 (36.9%)

0.044

GR, MD

20 (28.2%)

60 (31.6%)

0.578

D

42 (39.3%)

63 (21.4%)

0.0003

D

29 (40.8%)

54 (28.5%)

0.059

B: GCS 3, 4

症例数
GR, MD
D

B: GCS 3, 4
P値

HT

INT

42

98

8 (19.0%)

16 (16.3%)

0.695

GR, MD

22 (52.4%)

41 (41.8%)

0.25

D

症例数

C: GCS 5 〜 8

症例数

P値

HT

INT

26

69

6 (23.1%)

10 (14.5%)

0.319

14 (53.8%)

28 (40.6%)

0.246

C: GCS 5 〜 8
HT

INT

65

197

P値
症例数

HT

INT

45

120

P値

GR, MD

20 (30.8%)

93 (47.2%)

0.02

GR, MD

14 (31.1%)

50 (41.7%)

0.215

D

20 (30.8%)

22 (11.2%)

0.00019

D

15 (33.3%)

26 (21.7%)

0.122

Ⅳ ────────────────考

察─

今回の検討で脳低温療法と積極的脳平温療法の２
群で比較したところ，まず施行症例数が 107 例，295

重症頭部外傷の治療は手術療法をはじめとして多

例と約 2.7 倍の差があった。また GCS 3, 4 の重症例

くの治療法の組み合わせにて行われている。手術療

においても施行例数は 42 例，98 例と 2 倍以上の差が

法を含め多く治療法は 2 次脳損傷の予防が目的であ

出ており，重症例だから脳低温療法を選択されると

る 1,7）。そのなかで，以前より脳低温療法が重症頭部

いった傾向はない。高齢者において積極的脳平温療

外傷の治療法として注目されてきたが，米国におけ

法が選択される傾向はあった。また転帰の差につき

る多施設 RTC の結果等から有用性は認められていな

検討すると， GCS 3, 4 の最重症においては脳低温療

い

5）。ただ頭部外傷後に高体温となることは臨床上

法，積極的脳平温療法の 2 群間の差は手術併用例，

多く，また高体温が神経細胞に悪影響を及ぼすこと

手術非施行例ともに認められなかった。ただ，死亡

は広く知られている。そこで，積極的脳平温療法が

率はやや積極的脳平温療法において低下する傾向が

提唱されてきた。この療法は，脳温を 35.0 〜 37.0 ℃

あった。

に積極的に管理することで 2 次脳損傷を予防してい

GCS 5 〜 8 の症例においては，転帰良好例，死亡

く療法であり，その施行法や患者管理は脳低温療法

率ともに積極的脳平温療法の方がよい結果であった。

に比較して容易であり，重篤な全身合併症も少な

死亡率は有意に積極的脳平温療法群で減少している。

い

8,9）。そのため，施行する施設が増加しているのが

手術施行例では特にその傾向が強い。

現状である。そこで今回のプロジェクト 2004 の体温

このような結果から考えると，GCS 3, 4 の最重症

管理に積極的脳平温療法が追加され，登録されるこ

例の治療において，体温管理による有意な治療効果

ととなった。

の差はないと考えられた。ただ，転帰良好例も認め
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られており，どのような症例に手術のタイミング方

がっていないのが現状である。そこで，さらなる

法や体温管理法を含めた全身管理法を含めどのよう

データの詳細な検討および集積をすることで，どの

な治療法の選択が有効なのか，さらなる検討が必要

ような治療法の選択が，重症頭部外傷患者のよりよ

であると考えられる。GCS 5 〜 8 の症例においては，

い転帰の改善をもたらすかを検討する必要がある。

今後もこれらの結果から考えても積極的脳平温療法
の適応導入が拡大されると考えられる。積極的脳平
温療法は，患者管理が脳低温療法と比較して，患者
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管理は容易であり，全身合併症も少なく，施行に際
し，人的，医療経済的な負担は少ない。そのため，
多くの一般救急病院でも，施行されやすいと考えら
れる。このような傾向から，多くの施設において，
重症頭部外傷の体温管理の主流になるのではないか
と考えられる。ただ，多くのバイアスが存在し，ま
た治療法の選択も各施設の裁量に任されており，さ
らなる詳細な検討が必要であろう。
また，体温管理をされていない症例も多く，どの
ような症例に対し体温管理を有効に施行し転帰をい
かに改善できるかは，今後さ らに症例数を増やし，
それらのデータを検討する必要があると考えられた。
特に脳低温療法は施行する症例が減少してきており，
今回の検討でも明らかな有効性は証明されてなかっ
た。特に死亡率は積極的脳平温療法の方が有意に減
少していることが示されており，今後，脳低温療法
の重症頭部外傷に対する適応をどうすべきか，検討
する必要がある。
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Objective: The Japan Neurotrauma Data Bank (JNTDB) 2004
newest data that registered from the selected hospitals which
are distributed all over the country are analyzed from the viewpoint of operative treatment, and it aims at using for the present
understanding and a future medical guideline.
Method: Object were brain injury cases who's GCS on admission were 8 or less on admission or within 48 hours after admission and operated cases. The comparative analysis of treatments (550 operated and 497 not-operated cases ) was made for
1047 cases excluding 52 CPA on admission and two undecided
outcome cases from 1101 whole registration data.
Results: In analysis of 550 operated cases, burr hole was
performed to 87 cases as the 1st-step operation, and craniotomy
for hematoma removal was performed to 392 cases, and there
were 37 external decompressions. When 119 operated cases of
GCS 3 – 4 of the acute subdural hematoma are compared in
terms of the 1st operation, outcome of the craniotomy group
was better significantly. About external decompression, 187 cases
were analyzed by the age group, and decline in favorable
outcome and the upward tendency of mortality rate were
accepted by the group aged over 61yr.
Conclusion: It is difficult to decide the indication and operative
methods, such as a burr hole operation, craniotomy for hematoma
removal, an external decompression, internal decompression,
and CSF drainage simultaneously because of many factors.
However, the usefulness of the craniotomy was shown as a
whole as the 1st operation of an acute subdural hematoma
except some cases.

Ⅰ ────────────────はじめに ─

低酸素の全身の条件や，病院収容後の数時間から数
日に起こる血流・代謝異常を中心の二次損傷（second-

頭部外傷患者の転帰は受傷時の衝撃によって決ま

ary injury）によって決まるとされている 1）。一次損

る因子つまり一次損傷（primary damage）と，それに

傷は事故発生や衝撃緩和の予防が大事で，おのずと

引き続く数十秒から数十分の prehospital の低血圧や

事故発生後の対応としては二次損傷への介入が中心

頭部外傷データバンク【プロジェクト 2004】197

となる。特に prehospital care から外傷センターなど
の救急システムの整備は患者の予後に大きな改善を

Table 1 Characteristics of operative and non-operative
groups
Ope G

Non-ope G

550

497

M 381 : F 169

M 357 : F 140

もたらしてきた 1）。このように考えると手術治療と

P

いっても，その適応，タイミング，方法が大事であ

No. of cases

るとなるが，タイミングに関しては早く来院したり

Gender

早く手術になる人ほど重症であるという事実から，

Age (yr.)

51.5

50.0

0.32

受傷から手術までのタイミングと予後との関係は分

GCS on admission

8.29

5.93

<.0001

析困難であるとされている。

ISS

24.9

26.7

0.01

これに対して来院後の治療に関しては，各種

Main disorder

ニューロモニターが導入され，頭蓋内圧から脳灌流

ASDH

302 (54.7%)

122 (24.5%)

圧をいかにコントロールするか腐心され，これによ

AEDH

113 (20.5%)

18 (3.6%)

Contusion, ICH

98 (17.8%)

104 (20.9%)

Diffuse injury

26 (4.7%)

253 (50.9%)

Depressed F etc

13 (2.4%)

り重症頭部外傷の転帰はこの数十年次第に改善して
きた 1）。今回分析する手術的治療もこの二次損傷を
いかに防ぎ，治療介入するかという視点では同一で
はあるが，手術方法という観点からは外減圧術の是
非が最近問題になっているが，手術的治療の適応と

0

GR ⁄ MD %

37.6

30.1

0.02

D%

30.0

40.8

0.0002

方法の選択と組み合わせは未だ明確になっていると
は言いがたい 2）。ここで全国より集計した本邦の最
新の頭部外傷データバンク 2004 資料を手術的治療法
という観点より分析し，現状の理解と今後の治療指
針への一助とすることは意味あるものと考える。

497 例を対象とした（Table 1）。
年齢，来院時 GCS，CT 分類，最終診断，手術 1，
手術 2，手術 3，退院時 GOS の 8 項目を用いて今回
の分析を行った。

Ⅱ────────────────対象と方法 ─
前回の 1998 年の頭部外傷データバンク
（JNTDB 98）
の全国 10 施設から，同様に脳神経外傷を専門的に取

統計解析は SratView5.0（SAS Institute inc）を用い
て平均値の差の検定は対応のない t-検定と２群間の
有 意 差 検 定 に は ノ ン パ ラ メ ト リ ッ ク 検 定（ Mann-

Whitney U test）を用いた。

り扱う 19 施設に拡大して今回のデータ収集を行っ
た。期間は 2004 年 7 月から 2006 年 6 月までの 2 年
間の症例登録とし，対象年齢は前回の 6 歳以上の制
限を外した。これにより 1 ヵ月の新生児例から 97 歳

Ⅲ ────────────────結

果─

（1）治療群別の特徴

の高齢者までとなった。対象は Glasgow Coma Scale

来院時の GCS において，手術群 8.29 に対して非

（GCS）が来院時または 48 時間以内に 8 以下となる

手術群 5.93 と有意な違いを示した。主病名は急性硬

症例と開頭手術を施行した症例である。全調査項目

膜下血腫（ASDH）は手術群に多く，びまん性脳損傷

は 102 項目で，合計 1101 例が登録されたうち，病院

（DBI）は非手術群に多かった。この 2 群の転帰を比

前心肺停止（CPA）52 例と退院時 GOS の未定の 2 例

較すると転帰良好率（GR ⁄ MD%），死亡率ともに手

を除く 1047 例を分析した。男性 738 例（平均年齢：

術群で良好であった（Table 1）。しかし来院時 GCS

49.0 歳），女性 309 例（平均年齢： 55.2 歳）で，手術

8 以下 774 例に限定すると，手術群と非手術群の転帰

群 550 例と頭蓋内圧（ICP）測定のみを含む非手術群

良 好 率 ， 死 亡 率 は そ れ ぞ れ に 21.6， 40.1 と 31.1，
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Table 2 Kinds of operation and it’s flow in 550 operative
cases
1st ope

2nd ope

Burr hole (HIT) 87
(only HIT: 71)

Craniotomy
392
(only cranio: 246)

Craniotomy 13

Ext. decomp 5

Ext. decomp

2

Craniotomy

1

Int. decomp

1

Ext. decomp 130

Int. decomp

3

Int. decomp

Ext. decomp 11

CSF d

Fig.1 Correlation between age and outcome in operative (left) and non-operative groups (right).

3rd ope

12
4

Ext. decomp
37
(only ext D: 19)

Craniotomy

8

Int. decomp

10

Cranioplasty
20
(only cranio: 17)

Ext. decomp

1

Craniotomy

2

Int. decomp
CSF drainage

Ext. decomp 1

3
11

Total
550
■ ICP setting 25

GCS 8 までは上昇を死亡率は低下を示したが，GCS
9 以上では転帰良好率は低下し，死亡率では上昇を
Fig.2 Correlation between GCS and outcome in operative (left) and non-operative groups (right).

示した（Fig.2）
。
（4）治療法と転帰
手術群 550 例の分析においては，調査項目の手術

41.7（各 ％）で転帰良好率はむしろ手術群で低く，死

1，手術 2，手術 3 を用いて，手術の流れを分析した。

亡率は差を認めなかった。

第 1 手術として穿頭（ burr hole）が 87 例に行われ，
第 2 手 術 以 降 に 16 例 が 移 行 し た 。 開 頭 血 腫 除 去

（2）年齢と転帰

（craniotomy）は第 1 手術として 392 例に行われ，以

年齢と転帰との相関をみると，年齢と転帰は非手

降の手術に 146 例が移行した。第 1 手術としての外

術群では加齢とともに転帰良好率が低下し死亡率が

減圧（ external decompression）は 37 例と，これらの

上昇した。これに対して手術群においては転帰良好

3 手術方法群で 516 例であった（Table 2）。

率は 70 歳までは低下を示したが，71 歳以上ではやや

第 1 手術を行った穿頭群と開頭血腫除去群では，

上昇し，死亡率は加齢と伴に上昇する傾向を示した

穿頭群において ASDH が 88.5 % と多く，開頭血腫除

が，年齢層関でばらつきを示した（Fig.1）
。

去群では ASDH は 51.8 % と頻度が相対的に低かっ
た。主病名の頻度の差による因子を除くために，516

（3）来院時 GCS と転帰

例中 298 例の ASDH 症例だけで第 1 手術の 3 群を比

これに対して来院時 GCS と転帰においては，手術

較した（Table 3）。穿頭群と開頭血腫除去群を比較す

群では GCS 上昇とともに転帰良好率が上昇し，死亡

ると年齢は 2 群間に有意な差を認めなかったが，来

率が低下した。非手術群においては，転帰良好率は

院時 GCS に大きな差を認めたので，来院時 GCS を
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Table 3 Characteristics of each first operation for ASDH

ASDH
GCS on admission
Age (yr.)
GR ⁄ MD %
D%

Burr hole

Craniotomy Ext. decomp

77 (25.8%)

204 (68.5%)

17 (4.7%)

5.3

7.4

7.1

60.2

57.3

51.6

7.8

31.7

23.5

67.5

33.2

17.6

Fig.4 Is a burr hole operation effective in elderly patients ?
Table 4 Characteristics of burr hole only and stepped
operation groups
Burr hole only

Stepped ope

71

16

Age (yr.)

62.5

47.8

0.01

GCS on admission

5.7

5.4

0.68

ISS

26.9

26.8

0.97

Body temp (˚C)

36.0

35.8

0.55

Blood sugar

189.7

200.5

0.43

GR ⁄ MD %

14.1

6.3

0.40

D%

69.0

43.8

0.06

No. of cases

Fig.3 Difference in outcome by first operation for ASDH
in terms of GCS groups.

3 〜 4，5 〜 6，7 〜 8 と 3 段階に分けて分析した。来

P

院時 GCS 3 〜 4 の 119 例を分析すると，穿頭群と開
頭血腫除去群にて有意に転帰良好率，死亡率ともに
開 頭 血 腫 除 去 群 に て 良 好 で あ っ た 。 来 院 時 GCS

最終的に外減圧を施行した 187 例を分析すると，

5 〜 6 群 52 例においても両群間に死亡率においては

0 〜 30 歳， 31 〜 50 歳， 51 〜 60 歳， 61 歳以上の年

有意な差を認めた（Fig.3）
。

齢 4 層にて，転帰良好率，死亡率が前者 28.6，31.3，

第 1 手術が穿頭の 87 例を各年齢群において比較し

26.3， 15.2，後者 31.4， 22.9， 31.6， 43.9（各％）と

たが，年齢群間での転帰に有意差はなく，年齢とと

61 歳以上群にて転帰良好率の低下と死亡率の上昇傾

もに転帰不良となる傾向を示した（Fig.4）。この 87

向を認めた（Fig.5）
。

穿頭手術を行った主病名は ASDH が 78 例（89.7%），
急性硬膜外血腫（AEDH）5 例，脳挫傷 3 例，Diffuse

injury 1 例であった。この 4 疾患の転帰良好率は 9.0，
80， 0， 0 と死亡率は 66.7， 0， 100， 100（各％）で
あった。

Ⅳ ────────────────考

察─

今回の分析で手術群と非手術群を比較すると平均
年齢には差を認めなかったが，来院時 GCS には有意

第１手術が穿頭の 87 例中穿頭のみの 71 例と移行

な差を認めた。また主病名の頻度においては手術群

手術を行った 16 例を比較分析したが，転帰良好率，

では ASDH と AEDH で 75.2 % と局所性損傷が多く，

死亡率において有意な差を認めなかった（Table 4）
。

非手術群では DBI が 50.9 % と最も多く，次に ASDH
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ASDH に対する手術方法の選択や組み合わせに関
しては，今までにも穿頭と開頭手術の適応選択や優
劣は論争されてきており，減圧開頭を含め単純に比
較することは注意を要するとされている 4）。穿頭手
術は通常の開頭まで時間の余裕がない時や合併損傷，
バイタルサインの悪化などで移動が不可能と判断さ
れる時にまたは予定の 2 段階手術の第 1 手術として
施行される可能性がある。よく穿頭手術群は早期手
術例が多く，来院時 GCS も低く，ハイリスクリロー
Fig.5 Outcome of external decompression in terms of age.

リターンでやむなく施行する例が多々あるとされて
いるが，今回の第 1 手術の穿頭群と開頭血腫除去術
群においても，来院時 GCS は 5.3 と 7.4 で穿頭群が
重症である同様の所見であった。そこで ASDH の

が 24.5 % と大きな違いを示した（Table 1）。これら

GCS 3 〜 4 群 119 例を第１手術群別に比較すると，

の理由として手術適応がない程の重症例が非手術群

開頭血腫除去群が穿頭より有意に転帰良好であった

に含まれる点と外科的治療の多くが局所性損傷に行

（Fig.3）。このことは重症例が多いから穿頭手術の結

われ， DBI で内科的治療が多く行われることが今ま

果が悪いと簡単に言えないことを示している。

でにも言われている 3）。今回の非手術群の Diffuse

JNTDB 98 の報告においても，局所性脳損傷は存

axonal injury（ DAI）などの重症 DBI が来院時 GCS

在するがびまん性損傷の存在しない B 群の ASDH に

を低下させたと推察された。転帰に関しては全 1047

おいての穿頭手術 26 例中転帰良好は 2 例（ GR 1，

例で比較すると手術群が良好となるが，来院時 GCS

MD 1） 7.7 % のみで，開頭血腫除去術 51 例中転帰

8 以下の 774 例と比較すると手術群の転帰良好率は

良好は 15 例（GR 7，MD 8）29.4 % で，また局所性

37.6 % から 21.6 % と著明に減少し，死亡率は 30.0 %

損傷，びまん性損傷のいずれも存在する D 群の

から 40.1 % に著明に増加した。これに対して同様の

ASDH においても穿頭手術 44 例中転帰良好は 3 例

比較において非手術群で転帰良好率，死亡率ともほ

（GR 1， MD 2） 6.8 % で，開頭血腫除去術 47 例中

ぼ変化を認めなかったことより，来院時 GCS 8 以下

転帰良好は 6 例（ GR 3， MD 3） 12.7 % と明らかに

に限定すると，両群間での有意差はなった。このこ

開頭手術群の転帰が良好であると一致していた 3）。

とより来院後 GCS が悪化する例の多くが手術群とな

2006 年の米国 surgical guideline では ASDH の手術

ることを示唆していた。年齢と転帰との相関に関し

方法としては外減圧や硬膜形成有無は問わず開頭手

ても来院後悪化群が高齢者に多く，手術的治療によ

術であると記載されている 2）。来院時 GCS 4 〜 6 に

り転帰が改善するためと推察された。

おいては穿頭手術は開頭手術と比較して予後が有意

手術方法に関しては第 1 手術として圧倒的に開頭
血腫除去術が多かった（Table 2）。 ASDH 298 例に

に悪いとの報告があり，今回の分析結果と一致し
た 6）。

おいて穿頭群は全体の 25.8 % を占めたが，これは

では ASDH において第 1 手術として穿頭を選択す

JNTDB 98 での 40.7 % に比較して著明な減少を示し

る症例群があるかという観点で今回の結果をみると，

た 4）。また穿頭手術は高齢群において有利との報告

第 1 手術として穿頭を行った 87 例中 78 例の ASDH

5），今回の結果では年齢とともに転帰不良

の転帰良好は 7 例（9.0 %）で死亡は 52 例（66.7 %）で

もあるが

となった（Fig.4）
。

あったことより，穿頭のみで転帰良好となる症例群
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があることを示していた。しかし全体としては転帰

しかし穿頭から移行する手術の分析で得られた結

良好率，死亡率から考えて開頭血腫除去術の有用性

果のごとく，穿頭手術には一部の適応となる群が存

が示された。これは穿頭手術の適応として simple

在することも示唆され，今後穿頭と開頭の使い分け

SDH がよく，complicated SDH では穿頭手術の成績

と穿頭から開頭への 2 段階手術とすべき群の分析を

が悪いことと関係あるかもしれないし，適応群の更

行う必要性がわかった。

なる解析を必要とすると考える。
今回の第 1 手術で穿頭手術を行った結果から最も
転帰が良かったのは AEDH であり，同様の結果は
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JNTDB 98 の B & D 群で穿頭手術を行った 3 例中 3
例とも転帰良好であったこと，これに比して同 B &

D 群 の う ち 開 頭 手 術 を 行 っ た AEDH 32 例 中 6 例
（18.8 %）で severe disability（ SD）が存在したことと
合わせて考えると，impending herniation やすぐに開
頭手術ができない状況での AEDH での穿頭手術の大
事さを示していると考える 3）。
外減圧に関しては一般的に 50 歳以下がいい適応と
いわれているが 7），今回の外減圧を施行した 187 例
を分析すると，60 歳までと 61 歳以上で有意ではない
が大きな段差があった（Fig.5）
。60 歳までは外減圧の
許容範囲と思われた。

文

献

1） Brain trauma foundation: Guideline for the management of severe traumatic brain injury. J Neurotrauma
2007, Volume 24, Supplement 1.
2） Bullock R, Chestnut R, Ghajar J, et al: Guideline for
the surgical management of traumatic brain injury.
Neurosurgery 58: S2-1-S2-62, 2006.
3） 山木垂水, 藤本正人, 森真：重症頭部外傷の治療の現状:
手術群・非手術群比較の観点から. 神経外傷（頭部外
傷データバンク検討委員会報告書）25: 172-181, 2002.
4） 中村弘：成人急性硬膜下血腫：手術例の転帰に関係す
る因子はなにか. 神経外傷（頭部外傷データバンク検
討委員会報告書）25: 189-199, 2002.
5） 重森稔, 徳富孝志, 弓削龍雄, ほか： GCS score 5 以下

Ⅴ ────────────────結

論─

今回の分析においてはどのような手術法がどのよ
うな疾患にどの位行われているか，またその手術成
績にどのような違いがあったかを分析した。
穿頭手術，開頭血腫除去術，外減圧術，内減圧術，

の急性硬膜下血腫の治療. 脳神経外科 15: 1305-1310,
1987.
6） Hatashita S, Koga N, Hosaka Y, Takagi S: Acute
subdural hematoma: Severity of injury, surgical intervention, and mortality. Neurol Med Chir (Tokyo) 33:
13-18, 1993.
7） 日本神経外傷学会 編：重症頭部外傷治療・管理のガイ
ドライイン第 2 版, 医学書院, 2007 年 2 月.

髄液ドレナージなど治療的手術の選択基準や組合せ
やその際の順番を決めるのは多因子の bias が入るた
めに現実には困難をきわめ，単純に比較することに
は注意を要する。
し か し 本 邦 の JNTDB 98 に 続 く 今 回 の JNTDB

2004 でも，重症 ASDH の手術として，全体として穿
頭術より開頭血腫除去術の転帰が良いことが示され
た。
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TEL: 042-526-5511 / FAX: 042-526-5531
E-mail: takasato@ tdmc.hosp.go.jp

日本神経外傷学会会則
第1章

名称・事務局

第 1 条 本会は日本神経外傷学会（The Japan Society of
Neurotraumatology, JSNT と略す）と称する。
第 2 条 本会の事務局を〒 105-8461
3-25-8

東京都港区西新橋

東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座内

に置く。

第4章

役員とその任務

第 10 条 本会に次の役員をおく。
会長

1名

理事

若干名

機関誌編集委員長
庶務会計幹事
会計監事

第2章

目的および事業

1名
若干名
1名

第 11 条 会長は第 15 条にある役員候補選出委員会で推薦
され，理事会で承認されたのち議事総会の承認

第 3 条 本会は神経系の外傷に関する医学の進歩を促進
し，広く知識の交流を行うことを目的とする。
第 4 条 本会はその目的を達成するために次の事業を行

を得るものとする。会長の任期は学術集会終了
時より次期学術集会までとする。
第 12 条 会長は学術集会を含め本会の会務を総括する。
第 13 条 新理事の選出については，既に委嘱されている

う。
1） 学術集会の開催。

理事 3 名により正会員の中から推薦された候補

2） 本会機関誌「神経外傷（Neurotraumatology）」

者につき，会長が理事会に諮りこれを委嘱する。
第 14 条 理事は理事会を組織し，必要な会務を審議する。

の発行。
3） その他，前条の目的を達成するために必要な

第 15 条 役員候補選出委員会は前期会長，現会長，およ
び次期会長の職指定委員 3 名と，理事から互選

事業。

された 5 名の計 8 名で組織される。委員に欠員

第3章

会

員

第 5 条 本会の会員は次の 2 種に分つ。
1） 正会員
正会員は本会の目的に賛同し，その達成に協
力する医師および研究者等をもって構成する。
2） 名誉会員
名誉会員は本会のために特に功労のあった者
とする。
第 6 条 本会に入会を希望するものは，所定の用紙に必
要事項を記入し，年会費をそえて事務局に申し
込むものとする。
第 7 条 正会員は別に定める年会費を納入しなければな
らない。既納の会費はこれを返却しない。名誉
会員は会費を要しない。
第 8 条 退会を希望するものはその旨を事務局へ届け出
る。2 年以上会費に未納がある場合には除名する
ことができる。
第 9 条 会員は学術集会に参加し研究発表を行い，機関
誌「神経外傷」の配布を受ける。

が生じた場合は補欠候補が繰り上げ当選となり
同点の場合は年上の者が優先される。
委員会は次々期会長候補を選出し理事会に推薦
する。また，機関誌編集委員長および庶務会計
幹事を当該年度に選出し，理事会に推薦する。
職指定以外の 5 名の委員の任期は 2 年とする。
第 16 条 機関誌編集委員長は役員候補選出委員会で推薦
され，理事会で承認されたのち，議事総会の承
認を得て決定される。任期は 3 年とし再任を妨
げない。
第 17 条 庶務会計幹事は役員候補選出委員会で推薦され，
理事会で承認されたのち，議事総会の承認を得
て決定される。任期は 2 年とし再任を妨げない。
第 18 条 庶務会計幹事は本会の庶務・会計と共に機関誌
編集業務を行うものとする。庶務会計幹事は理
事会に出席できるが，議決権はない。
第 19 条 会計監事は理事の互選で選出され，会計および
業務執行状況を監査し，その結果を理事会，議
事総会に報告する。任期は 2 年とし再任を妨げ
ない。

会則
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第5章

会

議

第 20 条 会長は年 1 回学術集会を主催し，議事総会およ
び理事会等の必要会議を開催すると共に議長を
務める。

附

則

1． 会員は各種会議（理事会，議事総会）に文書によって意
見を提出することかできる。
2． 各種会議の議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。

第 21 条 議事総会では，役員，会計報告，事業報告等の
承認を得る。

可否同数の時は議長の決するところによる。
3． 本会の年会費は 6,000 円とする。

第 22 条 理事会は次の事項を審議する。
1） 役員候補選出委員会で推薦された会長，機関
誌編集委員長，庶務会計幹事の承認
2） 新理事の承認

4． 会長が諸々の事情により職務を遂行することが困難な場
合には会長代理をおき職務を補佐させることができる。
5． 役員および各種委員会の委員は原則として 65 歳以下の
者とする。

3） 会計監事の選出

6． 理事の数は会員数 25 名に対し 1 名を適正数とし，原則

4） 必要に応じた各種委員会の組織
5） 名誉会員の推薦

として 1 施設から 1 名とする。
7． 前年 1 月 1 日〜 12 月 31 日までに発表された神経外傷に

6） その他事業に必要な事項の審議・決定
第 23 条 学術集会における発表は原則として会員に限る。

関する論文の中から学術的にもっとも優れた論文を選
考し，
「牧野賞」を授与する。同賞選考には編集委員長，
編集委員，会長があたり，理事会で承認を得たのち，

第6章

会

計

議事総会にて表彰する。牧野賞事務局を千葉大学大学
院医学研究院神経統御学（脳神経外科）に置く。

第 24 条 本会の会計年度は，毎年学術集会翌日に始まり，
次回学術集会当日に終了する。
第 25 条 本会の経費は正会員の会費，寄付金等をもって

8． 国際神経外傷委員会（International Conference on Recent
Advances in Neurotraumatology: ICRAN, International
Neurotrauma Symposium: INTS）委員は役員候補選出
委員会で推薦され，理事会で承認されたのち，議事総

当てる。

会の承認を得て決定される。任期は 3 年とし再任を妨

第7章

機関誌

第 26 条 本 会 機 関 誌 「 神 経 外 傷（ Neurotraumatology）」
の編集・発行に関する業務は編集委員会が第 17
条による庶務会計幹事と共に行う。
第 27 条 編集委員長は正会員の中から編集委員若干名を
選出し，理事会の承認を得たのち編集委員会を
組織する。編集委員の任期は 2 年とするが，再
任を妨げない。

第8章

9． 重症頭部外傷治療のガイドライン作成委員会は，日本神
経外傷学会所属の委員会として，わが国の神経外傷の治
療方針を検討することを目的とする。委員は，委員会の
推薦を受け，理事会で承認を得るものとする。委員長は
理事会で委員会の活動内容について報告を行なう。
10．頭部外傷データバンク検討委員会は，日本神経外傷学
会所属の委員会として，わが国の神経外傷に関する
データを集積し，分析研究することを目的とする。委
員は，委員会の推薦を受け，理事会で承認を得るもの

会則変更

第 28 条 本会の会則および附則を変更するには理事会出
席数の 3 分の 2 以上の賛成をもって決定し，総
会の承認を得る。

げない。

とする。委員長は理事会で委員会の活動内容について
報告を行なう。
11．本会則は，平成 12 年 5 月 21 日より実施する。
（平成 12 年 5 月 21 日改定）
（平成 13 年 3 月 28 日一部改正）
（平成 14 年 3 月 22 日一部改正）
（平成 16 年 3 月 26 日一部改正）
（平成 17 年 3 月 25 日一部改正）
（平成 18 年 3 月 24 日一部改正）
（平成 19 年 3 月 16 日一部改正）
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執筆規定

１．原稿は以下に示す体裁で記載してください．
a.

著者には 1 名以上の日本神経外傷学会会員を含む必要があります．

b.

原稿用紙の表紙に題名，著者名，所属施設名，校正刷りの発送住所，氏名を明記して下さい．

c.

英文抄録（300 語）をつけて下さい．

d.

論文の長さは下記の通りとし，超過した場合は編集委員が著者に再考をお願いすることがあります．または，
超過分について出版費用を御負担いただくことがあります．論文は表紙，英文抄録，本文，文献，図表，写真
をすべて含んで印刷ページで 6 枚です．これは 400 字詰め原稿用紙 24 枚に相当します．図表，写真は合わせて
8 個とします．CT，MRI などの画像には必ず左（L）右（R）を明記して下さい．表題，著者名，所属施設名，
英文抄録，key words で印刷 1 ページ（原稿用紙 4 枚）に相当します．図表，写真はキャビネ大のものを原稿用
紙 1 枚と計算し，それより大きいものは，大きさに応じ，原稿枚数を調整して下さい．

e.

論文はワープロ入力し，横書き 400 字または倍数（800，1200）で印字して下さい．

f.

原稿内容を 3.5 インチフロッピーディスクあるいは CD-R 等のメディア（形式：テキストファイル，使用機種を
明記）に入れ，印字された原稿と同時にお送り下さい．メディアは返却しませんので予め御了承下さい．

g.

外国語の固有名詞（人名，地名）は原語のまま，日本語化しているものは，カタカナで書いてください． 商標
薬品名，その他の固有名詞の頭文字は大文字で書き，文中の外国語単語（病名等）の頭文字はドイツ語名詞を除
きすべて小文字とします．

h.

図表には必ず表題と説明を付け，写真は unmounted，裏に番号，上下印，論文題名，著者名を鉛筆で記して下
さい．図表，写真の表題および説明は英文で記入してください．写真はキャビネ大，白黒を原則とします．カ
ラー写真印刷の場合は実費を負担して頂きます．組織写真には染色法，スケールバーを明示して下さい．

i.

文献は本文に用いられたもののみを引用し，引用番号を本文中に記して下さい．
文献の記載はアルファベット順にして下さい．

j.

文献の書き方は以下の通りにして下さい．外国雑誌の略名は原則として最近の Index Medicus に従うこととします.
《雑

誌》著者名 : 題名. 誌名, 巻号数 : 頁-頁, 西暦発行年.

《書

籍》著者名 : 題名. 書名, 編者名 (編), 発行所, 発行地, 西暦発行年, 頁-頁.

引用文献の著者氏名は 3 名以内の時は全員, 4 名以上の場合は 3 名連記し, 「—, ほか :」「—, et al :」と略します.
文献の表題は副題を含めてフルタイトルで書いてください．学会，研究会の抄録を引用するときは，第何回学
会と明記して下さい．欧文の場合は（abstr）と書いて下さい．
例： 1）中村紀夫, 大和田滋, 関野宏明, ほか : 外傷性小脳機能障害. 神経外科, 16 : 331-335, 1976
2）Baker AJ, Moulton RJ, Macmilan VH, et al: Wxcidtatory amino acids in cerebrospinal fluid following
traumatic brain injury in humans. J Neurosurgery 79: 369-372, 1993
3）大友英一 : 脳波と老化. 老年神経学─新しい問題─, 亀山正邦 (編), 南江堂, 東京, 1987, pp42-45
4）Adams JH : Head Injury. In Greenfield's Neuropathology, Fifth Edition, Adams JH, Duchen LW (eds),
Edward Arnold, London, 1992, pp106-152
２．論文は原稿とコピー 1 部をお送り下さい．図，表，写真は 2 部添付して下さい．
（原稿内容の入った 3.5 インチフロッピーディスクあるいは CD-R 等のメディアを同時にお送り下さい．）
３．編集委員により，論文が審査されます．審査の結果，論文の修正，変更をお願いする場合があります．
４．別冊は，全て有料となります．50 部単位で注文を受け付けます（10,000 円／ 50 部）．
原稿超過分，カラー印刷に対しては実費負担とします．
※ 原稿送付先
〒 173-8610

東京都板橋区大谷口上町 30-1

日本大学医学部脳神経外科内
神経外傷編集部
編集委員長

片山容一

TEL: 03-3972-8111（内線 2481）

FAX: 03-3554-0425
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