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Ⅰ ───────────────はじめに ─

Ⅱ───────わが国の神経外傷学の歩み─

2010 年 1 月から，日本脳神経外傷学会は従来の任

日本の“頭蓋脳外傷の外科”や“頭部外傷外科”の夜

意団体から一般社団法人化されるとともに，学会名

明けとその後の歩み，さらに本学会の設立の経緯に

も脳外傷のニュアンスをより強調した名称に変更さ

ついては，まさに日本の神経外傷学の泰斗である東

れた。本学会の社会的貢献度をより強め，公益性の

京慈恵会医科大学（以下，慈恵医大）名誉教授 中村紀

高い組織に生まれかわったことになる。また，学会

夫先生によるたいへん詳しい報告がある 1,2）。また日

活動のさらなる活性化のために次世代を担う方々へ

本の近代脳神経外科の歴史や発展の経緯などは，佐

の学術評議員制の導入や新しいプロジェクトも発足

野圭司先生や Jhons Hopkins 大学の Uematsu Sumio

し， 30 数年の歴史の中で大きな節目を迎えたと考え

先生などにより海外にも広く発信されている 3,5）。

られる。

これらの文献資料を参考として簡略に紹介する

このような背景から，第 33 回学会の小野純一会

と，日本の近代脳神経外科は脳外傷の手術で始まっ

長は“脳脊髄外傷の回顧と展望”というまことに時宜

た，といっても過言ではない。1877 年（明治 10 年）の

にかなった主題を設けられ，たいへん有意義かつ盛

西南戦争時の佐藤 進先生による左前頭部の銃創に

大な学会を開催された。その際，小野会長のたって

対する trepanation が最初の手術例であるからであ

のご依頼により僭越ながら本学会の足跡と現状につ

る。その後，慈恵医大創立者である高木兼寛先生に

いての講演を行った。以下にその要旨を紹介させて

よる陥没骨折手術（1888 年）などの症例報告が散見さ

いただくが，会員諸兄にとって本学会の将来を考え

れ，1905 年（明治 38 年）に硬膜外血腫除去術の第一

る上での一助になれば幸いである。

例が報告されている。奇しくもこの年は，三宅 速
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Fig.1
（2010 年 警察庁資料）である（頭部外傷例の推移も

先生が日本で初めて脳腫瘍の全摘出に成功した年に
あたる 1,2）。

ほぼこの統計結果に連動しているものと考えられ

CT スキャンが全国に普及したのは 1970 年代中ご

る）。1964 年の東京オリンピックを挟んだいわゆる

ろ以降であるが，それまで広く神経外傷例の診断に

高度成長期にいずれも急激な増加がみられ，60 年代

用いられていたのは pneumoencephalography（PEG）

から 70 年代初めはまさに交通戦争と呼ばれる時代

と cerebral angiography（CAG）である。前者は斉藤

であった。

真先生により 1924 年（大正 13 年，W.E. Dandy によ

このような時代背景のもと，中村紀夫先生の論文

る創始後 5 年）に，また後者は 1932 年（昭和 7 年）に

によれば 1965 年ごろ（昭和 40 年）に東大脳神経外科

日本に導入された。その後，1937 年（昭和 12 年）に

で東大工学部の方々とともに衝突障害研究会が発足

は清水健太郎先生が経皮的脳血管撮影を世界で初め

し，他の多くの医科大学でも頭部外傷研究チームが

て成功させている。これは E. Moniz が open tech-

活動をはじめていたという。その後，この衝突研究

nique による CAG を創始してから 10 年後にあた

会を中心に全国的な研究会設立の機運がたかまり，

る

本学会の前身ともいえる“脳・神経外傷研究会”が

1,2,3,5）
。

1968 年（昭和 43 年）に発足したとのことである 1,2）。
この設立には，東大脳神経外科 佐野圭司，慶応大

Ⅲ───────── 1960 〜 70 年代の状況─

学整形外科 池田亀夫，東大神経内科 豊倉康夫の各

著者（重森）は CT 導入以前に脳神経外科の卒後研

先生が中心となり，学術集会とともに機関誌“脳・

修を受けた最後期の世代に属する。そこで自身の経

神経外傷”も発刊されている。なお編集委員は上記

験と各種資料をもとに，1960 年代後半以降の脳，脊

の諸先生以外に，植木幸明，祖父江逸郎，津山直

髄，末梢神経外傷に関する社会的状況と本学会設立

一，服部 奨，半田 肇，編集幹事として中村紀夫，

以前の事情について触れてみたい。

平川公義，平林 洌，萬年 徹先生など錚々たる方々

Fig.1 は 1950 年から 2009 年までの約 60 年間のわ

のお名前がみえる。

が 国 の 交 通 事 故 数 ，負 傷 者 数 ，死 亡 者 数 の 統 計

満足な和文文献や教科書のほとんどなかったこの
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Fig.2
述したとおりである。

当時，この研究会や機関誌の果たした役割はたいへ
ん大きく，私自身頭部外傷の力学や非定型的頭蓋内

本学会の会員数の推移を見てみると（Fig.2）
，第 1

血腫の診断や治療，脳浮腫，頸部椎間板症，鞭打ち

回時は約 600 名であったが，その後 10 数年で 1200

損傷，脊髄末梢神経外傷など広範な分野を随分と勉

名を超えるまでに増加した。しかし 2000 年以降は

強させていただいた。その後この研究会は発展的に

少しずつ減少し，現在は 900 名前後で推移してい

継続され，“日本神経外傷研究会”の設立と機関誌

る。また学会での発表演題数とその内容をみてみる
と，当初 80 数題であったものが少しずつ増加し，

“神経外傷”発刊へと引き継がれるのである。

。ただ
最近では 130〜140 題で推移している（Fig.3）
今年の第 33 回学会では 150 題を超える発表演題が

Ⅳ─────────日本神経外傷研究会から

あり，今後の増加に期待したい。ただ一時に比べて

日本脳神経外傷学会へ─

基礎的研究の演題数が減少していることは，今後の

1977 年（昭和 52 年）8 月，日本脳神経外科学会の

学術的発展を考えるときに多少気になる点である。

関連研究会として日本神経外傷研究会が新たに発足

脳神経外科の subspecialty 分野はますます細分化

し，事務局が慈恵医大脳神経外科教室に置かれ現在

し，外科系医師の減少にみられるように若い医師た

に至っている。第 1 回の学術集会は慈恵医大の中村

ちの life style の変化や研究よりも臨床重視の考え方

紀夫先生を会長として 1978 年 11 月に経団連会館で

などの時代背影の中，神経外傷学が若い方々にとっ

開催されたが，主題は“頭部外傷急性期の意識障害”

て魅力ある分野となるために本学会が果たす責任は

であった。その後，歴代会長の時宜を得た主題設定

たいへん大きいと感じている。

と卓越した企画運営によって，今日までわが国の神
経外傷学の進歩と発展を牽引してきたことは周知の

Ⅴ────────────学会活動の現況─

ことであろう。この間，本研究会は第 22 回（1999
年）から“日本神経外傷学会”と名称を変更，さらに

本学会では年一度の学術集会の開催とともに，現

2010 年の第 33 回からは一般社団法人“日本脳神経外

在次の 5 つのプロジェクトが進行中である。

傷学会”としてあらたなスタートをきったことは前
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Fig.3

で，その成果は 2000，2006 年の二度にわたり機関

1．頭部外傷データバンク

誌に発表されている。今年度中には和文と英文の両

1997 年に発足した委員会によるプロジェクトで，

方の形式で第 3 版が発表される予定である。このガ

当初国内の 10 施設により重症頭部外傷例の登録が

イ ド ラ イ ン は 委 員 会 で の committee consensus と

始まった。その後 2010 年現在には，ほぼ全国を網

literature review の結果をもとに作成されているが，

羅 す る 23 主 要 施 設 が 参 画 し て い る 。発 足 以 来 ，

版を重ねるたびにその内容は充実してきており，全

2002，2008 年の二度にわたり膨大なデータを解析し

国的な普及度もさらに高まるものと期待している。
なお 2008 年に発足した Asia Oceania Neurotrauma

た報告書が機関誌に掲載されており，たいへん活溌

Society の運営委員会で，日本，台湾，中国，韓国

に新しい観点からの検討が継続して行われている。
ちなみに発足から 2010 年までの 13 年間に，その

の 4 カ国からのガイドラインをもとに当該地域での

分析結果は国内と海外の各種学会で 208 回にわたり

共通のガイドライン作成が合意された。その結果，

発表され，発表論文は和文，英文を含めて 80 本に

ICP，CPP，Sedatives，Decompressive craniectomy の

及んでいる。これらの詳細は近々業績目録集として

4 項目についてのコンセンサスが発表されている

発表される予定である。

（Wen-Ta Chiu, Kuo-Hsing Liao, Shigemori M, Kyoung-

今後さらに，これらのデータがわが国の各地域で

Suok Cho, Ji-yao Jiang, Jia-Wei Lin: Novel consensus of

の差異や年代による変化，急激な高齢化の影響，予後

management guidelines for severe traumatic brain injury

因子のさらなる解析，新しい治療，管理法の開発や

in Asia. Journal of Neurotrauma 2010 ; 27（4）: 775-776）。

適切な予防策の確立，などに結びつくように願って

ただしガイドラインはあくまで tool であり，作成

いる。本データバンクに集積されたデータは日本の

自体が goal ではないのは当然のことで今後も適宜

現状と諸外国との異同を知り，将来への道しるべと

改訂される必要がある。またガイドラインが重症例

してたいへん貴重な資料となるものと確信している。

の治療成績の向上や転帰の改善につながっているの
かどうか，という最も肝心な点の検証も行われる必

2．重症頭部外傷治療・管理のガイドライン

要がある。

1998 年に発足した作成委員会によるプロジェクト

以上のデータバンクの解析結果やガイドライン作
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成などから得られた教訓として，受傷後 24（〜48 時

な差異はみられない。このことは少なくとも現在 90

間）以内の具体的治療と管理法のさらなる改善と個

万人近くの方が何らかの後遺障害のリスクを負って

別的配慮（発生機序，年齢，患者背景，損傷病型，

いることを意味する。したがって，交通事故の予防

重症度など）に基づく治療や ICU 管理法の確立，が

と人体の保護対策の具体化が現在なお大きな課題と

当面の大きな課題と思われる。

して残っていると思われる。
以上いずれのプロジェクトも，歴代の委員長や委

3．スポーツ頭部外傷

員の方々のまさに手弁当でのご努力とご尽力によっ

2006 年に検討委員会が発足し，スポーツにおける

て支えられてきたものである。改めて敬意と感謝を

脳震盪についての国際会議のコンセンサスなど重要

申し上げ，さらなる活動の進展に期待したい。

な臨床情報が機関誌に発表されてきた。近年この分
野はボクシングや柔道などの格闘技を中心に生じる

Ⅵ─────今後の展望と若い会員への期待─

ことがある，いわゆる“second impact syndrome” や
予防策などが社会的にも大変注目されている。本委

すでに述べたように，本学会は今回一般社団法人

員会が他学会の委員会などと共に，学術的観点から

として新しいスタートをきったが，今後の活動とし

啓発的情報を発信する基幹組織として発展するよう

て次のようなことが求められていると思っている。

1）神経外傷の予防と治療成績向上へのさらなる学

期待している。

術的取り組み，2）会員，学術評議員，社員（理事）の

4．頭部外傷にともなう低髄液圧症候群

緊密な連携による学会のさらなる活性化と各種委員
会の拡充，3）社会への情報発信と啓発事業，4）国際

近年，“脳脊髄液減少症”という呼称の問題を含め

交流と国際的共同研究の促進，などである。

て大きな社会的関心を呼んでいる病態について，そ
の検討作業部会が 2007 年に発足している。全国の

神経外傷という領域は一般に脳神経外科の

各施設の協力を得て疑わしい症例を集積して検証作

subspecialty のひとつとして位置づけされている。

業を行うとともに，定義，診断基準，検査所見の解

2004 年の脳神経外科学会総会（名古屋）の際，“脳神

釈などを綿密に検討し，その成果が機関誌に発表さ

経外科 subspecialty 医療のあり方”というシンポジ

れている。本病態が，かつてのいわゆる“むちうち

ウムがもたれたが，著者（重森）は種々の観点から，

損傷”のように社会に無用の混乱を招くようなもの

“神経外傷は neurosurgical subspecialty というより，

とならぬように，本部会が学術的見地から適切な指

むしろ core である”と主張したことがある。しかも

針を示す組織として発展するよう願っている。

治療や管理法，さらに後遺症対策などについても多
くの未解決の問題をかかえている。逆にいえば，ま

5．頭部外傷後の高次脳機能障害

だ無限の可能性のある領域ともいえるであろう。

2010 年春に発足した新しい検討委員会である。こ

今回の講演にあたり，資料を渉猟中に聖マリアン

の問題はすでに厚労省のモデル事業を始めいろいろ

ナ医科大学脳神経外科の関野宏明先生の書かれた一

な視点から多くの検討が行われてきた。社会的関心

文に接し 4），まさにわが意を得たり，という思いが

が極めて高い分野でもあり，脳神経外科の立場から

した。若い脳神経外科医や救急医，また多くの関連

設立された本委員会の意義はたいへん大きいといえ

領域の方々に神経外傷への興味と関心を持っていた

る。Fig.1 にみられるように，交通事故による死亡

だきたいという願いと期待をこめて，その一部を紹

者数と負傷者数は近年明らかに減少している。しか

介して結びとしたい。
“フナ釣りは「釣りはフナに始まり，フナに終わ

し事故数と負傷者との差異には過去と比べても大き
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文

る」といわれるように，釣りのうちでは入門の釣り

献

1） 中村紀夫：125 歳になった日本の頭蓋脳外傷の外科.
神経外傷 25: 1-6, 2002.

であると同時に最も難しいものの一つに挙げられて
いる。…中略…手術を釣りに例えるとすれば，フナ

2） 中村紀夫：日本の頭部外傷外科の夜明け. 日本外傷学

釣りに相当するものは外傷の手術ではなかろうか。

会雑誌 23: 357-369, 2009.

…中略…多くの脳神経外科医が最初に執刀するのは

3） Sano K: Development of Japanese neurosurgery:
from the Edo era to 1973. Neurosurgery 51: 861-863,
2002.

外傷例であろう。その一方で症例の内容は千差万別
で，十分な術前検討を行う時間もなく緊急に手術を

4） 関野宏明：明治の外科書─わが国での最初の脳外科手
術？. 脳神経外科 16: 115-116, 1988.

行わねばならないことが多く，経験と実力が問われ

5） Uematsu S: The dawn of brain surgery in Japan:
History prior to world war II. Neurosurgery 26: 162-

るところである。
”けだし至言といえよう。

172, 1990.
■ 重森 稔（久留米大学 脳神経外科）
〒 830-0011
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Ⅰ ───────────────はじめに ─

（東京慈恵会医科大学救急医学）が就任し，上記の 3

日本頭部外傷データバンク（Japan Neurotrauma

先生は顧問として引き続き研究をご指導していただ

Data Bank : JNTDB）検討委員会は，1997 年 2 月に

いている。

開催された第 20 回日本神経外傷研究会の時から活
動が開始された（Table 1）
。組織としては，代表委員

Ⅱ─────────────研究協力施設─

に山浦 晶教授（千葉大学脳神経外科）
，重森 稔教授

P1998 では外傷を専門分野とする脳神経外科医が

（久留米大学脳神経外科）
，また顧問に中村紀夫名誉
教授（東京慈恵会医科大学脳神経外科）が就任された。

責任者を務めている 10 施設が登録されたが，P2004

以 後 ，Table 1 に 示 す よ う に ，プ ロ ジ ェ ク ト 1998

以降は加えて地域性も考慮して，参加施設を増加さ

（P1998, 1998〜2001 年）
，プロジェクト 2004（P2004,

せ て い き ， P2009 で は 23 施 設 が 登 録 さ れ て い る

2004〜2006 年）および One Week Study（2005 年）が

（Table 2）。しかし研究協力施設の全国展開というこ

施行され，昨年 7 月からは新たにプロジェクト 2009

とを考えると，いまだ首都圏に集中しており，北海

（P2009）が開始されている。この間 2001 年に本委員

道，東北，中部，関西および九州地方の施設が少な

会が日本神経外傷学会の下部組織に位置づけられた

く，今後の課題といえる。

ことは意義深い。また P2009 からは委員会組織を改
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Table 1 日本頭部外傷データバンク検討委員会の足跡
年

項 目

1997

日本頭部外傷データバンク検討委員会
発足

1997 〜 1998

Pilot study（36 例）

1998 〜 2001

プロジェクト 1998 / Full study（1002 例）

2001

Table 2 研究協力施設
プロジェクト
1998
（10 施設）

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
済生会滋賀県病院脳神経外科

2005

One Week Study（802 例）

2007

重症頭部外傷治療管理のガイドライン
（第 2 版）

2009

頭部外傷データバンク検討委員会報告書
（神経外傷）

2009 〜

久留米大学医学部脳神経外科

頭部外傷データバンク検討委員会報告書
（神経外傷）
プロジェクト 2004（1101 例）

日本大学医学部脳神経外科
公立昭和病院救急部＊

重症頭部外傷治療管理のガイドライン
（初版）

2004 〜 2006

千葉県救急医療センター脳神経外科
昭和大学医学部救急医学

（2001 年 日本神経外傷学会の下部組織としての位置づけ）
2002

仙台市立病院脳神経外科

プロジェクト
2004
（上記 9 施設
＋ 10 施設）

東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科
千葉県循環器病センター脳神経外科
帝京大学医学部救急医学
日本医科大学救急医学
東京医科大学脳神経外科
武蔵野赤十字病院脳神経外科
東海大学医学部脳神経外科
京都九条病院脳神経外科

プロジェクト 2009 開始

香川大学医学部脳神経外科
山口大学医学部脳神経外科
プロジェクト
2009
（上記 19 施設
＋ 4 施設）

Ⅲ ──────────プロジェクト 1998 と

プロジェクト 2004 の研究概要─

登 録 症 例 は P1998, P2004 と も に ， 1）搬 入 時 の

札幌医科大学脳神経外科
青森県立中央病院脳神経外科
東京医科大学茨城医療センター脳神経外科
順天堂大学医学部附属静岡病院救急医学

施設名は現在の名称で記載
＊ 公立昭和病院救急部は責任者の移動に伴い，プロジェクト
2004 以降参加せず。

Glasgow Coma Scale（GCS）score が 3〜8 の重症例，
2）搬入時は GCS が 9〜15 であったが，48 時間以内
に 3〜8 まで低下した悪化例および 3）脳神経外科手
術例（GCS 9〜15）であるが，患者年齢は P1998 では

Ⅳ────────登録症例および分析結果─

6 歳以上であったのに対し，P2004 では全年齢とし
た。また CT 分類は P1998 では局所性脳損傷とびま

登録症例は P1998 では 1002 例，P2004 では 1101

ん性脳損傷に分類し，のちに Traumatic Coma Data

例であった 2,3）。症例の内訳を Fig.1 に呈示した。搬

Bank（TCDB）の分類 1）に改変した。一方 P2004 では

入時の GCS が 3〜8 の重症例は P2004 では有意に減

TCDB 分類のみに限定した。

少した（p<0.0001）。また P1998 と P2004 の分析結果

研究プロトコールは P1998 では Table 3 に示した

を比較することによって，頭部外傷の最近の動向を

10 個の大項目で全 392 項目ときわめて多く 2），結果

検討した 2,3）：① 若年者の減少（高齢者の相対的増

として欠落データが少なくなかった。そこで P2004

加），② 交通事故の減少，転落・転倒事故の増加，

では項目を 100 に減らし 3），欠落データは減少した

③ ヘリコプター搬送の増加，④ 飲酒事故の減少，

が，一方で P1998 との比較ができなくなった項目が

⑤ 安全装置の着用率の増加が認められた。④，⑤に

あり，委員会でプロトコールの見直しが議論された。

ついてはとくに四輪車事故，二輪車事故で顕著で
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Table 3 プロジェクト 1998 におけるデータシート（全 392 項目）
項

目

内

容

1． 患者背景

年齢，性，既往歴，入院・退院年月日など

2． 外傷

受傷日，受傷原因，交通事故の詳細

3． 前医

搬送時間，搬送方法，神経症状，全身状態

4． 影響を及ぼす因子

アルコール，薬物など

5． 当院入院時所見

搬送方法，バイタルサイン，全身合併損傷（AIS-85）
，神経症状，検査所見（CT）

6． 急性期〜亜急性期治療

内科的治療，脳神経外科的治療

7． 経時的検査所見

CT，MRI，頭蓋内圧

8． 合併症（続発症）

全身合併症，神経系合併症

9． 転帰

退院時，受傷後 3, 6, 12 ヵ月，死亡情報

10． 最終評価

最終診断，最終診療時の転帰

P2004 と変わらないが，GCS の経時的変化を記載
し，CT 所見では mass lesion の詳細，血腫の厚さ，
正中構造の偏位，中脳周囲槽の状態を追加した。ま
た急性期治療ではすべての手術所見を入力し，薬物
療法は手術例・非手術例ともに記載した。さらに日
本外傷学会からの要請で，頭部外傷の日本外傷学会
分類（Table 4）を追加した。
データバンク委員会では P2004 の研究時期から予
Fig.1 Number of cases in both Project 1998 and Project
2004.

後因子を分析することが求められてきた。しかし

P2004 では治療方針が施設間で一定でなく予後因子

GCS: Glasgow Coma Scale

を抽出することが困難であったため，P2009 では前
あった。また⑥ CT 所見では diffuse injury Ⅲ型およ

述の標準版に加えて，拡大版を作成した。拡大版の

び evacuated mass の減少，⑦ 治療・処置では高浸

追加項目は頭蓋内圧，脳室ドレナージ，体温および

透圧利尿薬投与，バルビツレート療法および低体温

栄養の管理の詳細な登録であり，さらに治療は重症

療法の減少，外科的減圧術（血腫除去術を含む），頭

頭部外傷治療・管理ガイドライン第 2 版を遵守する

蓋内圧センサー設置術の減少が認められた。さらに

こととした。なお，拡大版の登録施設は仙台市立病

⑧ 転帰では死亡率は低下したが，転帰良好例（good

院，千葉県救急医療センター，災害医療センター，

recovery + moderate disability）は不変であった。し

昭和大学，山口大学，久留米大学の 6 施設である。

かしこれらの結果の一部はその意味付けが困難なも
のもあり，今後の研究課題といえる。

Ⅵ ─────── One Week Study について─
One week study は 2005 年 6 月 20 日 か ら の 1 週

Ⅴ ──────プロジェクト 2009 について─

間に全国の脳神経外科 A／C 項施設および一部の救

P2009 のデータシート（標準版）の基本項目は

命救急センターを対象に施行された。登録症例は頭
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Table 4 日本外傷学会の頭部外傷分類
分

類

頭蓋骨損傷

局所性損傷

びまん性脳損傷

内

容

程

線状骨折

無，軽症，中等症，不明

陥没骨折

無，軽症，中等症，重症，不明

頭蓋底骨折

無，中等症，重症，不明

脳挫傷

無，軽症，中等症，重症，不明

急性硬膜外血腫

無，軽症，中等症，重症，不明

急性硬膜下血腫

無，軽症，中等症，重症，不明

脳内血腫

無，軽症，中等症，重症，不明

びまん性脳損傷（狭義）

無，軽症，中等症，重症，不明

くも膜下出血

無，軽症，中等症，重症，不明

びまん性脳腫脹

無，軽症，中等症，重症，不明

Table 5 One Week Study 研究協力施設
施設名

度

に認められ，局所性脳損傷が 65 %を占めた。内訳は

症例数

急性硬膜下血腫と脳挫傷がそれぞれ 30 %，23 %と高
率であった。⑤ 脳神経外科的減圧術が 10 %に施行

枡記念病院

24

名古屋掖済会病院

12

福岡徳洲会病院

12

る頭部外傷診療の実態をある程度反映するものであ

国立病院機構災害医療センター＊

10

り，一定の間隔で行われる必要がある。次回は 2011

武蔵野赤十字病院＊

10

年 6 月に計画されている。

千葉県救急医療センター＊

9

日本大学板橋病院＊

8

社会保険中京病院

8

された。

One week study のような疫学研究はわが国におけ

Ⅶ ────── JNTDB の問題点と将来展望─
1．問題点

その他：症例数 = 7；5 病院，症例数 = 6；8 病院

1）研究の質の向上：データを正確に収集し，欠落

＊頭部外傷データバンク研究協力施設

データをなくすことが必須である。

2）研究協力施設の偏在：前述のように施設が関東
地方に集中している。今後は関東を除く全国か
部外傷で入院した患者で，327 施設から 802 例が登

らデータを収集することを検討する。

録された（Table 5）
。研究協力施設のうち，上位 3 施

3）研 究 の 公 益 性 ・ 透 明 性 ： 本 研 究 は 現 在 closed

設が JNTDB 協力施設でないことは注目に値する。

shop であるが，今後は 2）との関連もあり，研究

分析結果は：① 年齢が 2 相性（若年者，高齢者が多

協力施設を拡大し，また個人情報に配慮しなが

い），② 受傷原因；転落・転倒事故が多い，③ 軽症

ら，可能な限りデータを公開することが望まし

，④ CT 異常所見は 58 %
例が多い（GCS 中央値 = 15）

い。
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2．将来展望
1）予後因子の究明： P2009 の拡大版を利用して，

文

頭部外傷とくに重症例の予後因子を詳細に分析

献
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Has severe head injury been decreasing ?
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and have not been decreased since then. 5) Miyagi showed
the number of hospital admission of head injured patients due
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number of severe head injury with GCS < 9 has decreased since
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Fig.1 Injured patients transported by ambulance (Sendai City Fire Bureau).
MVA: motor vehicle accident

星陵病院，宮城病院，公立刈田総合病院，みやぎ県

Ⅰ ───────────────はじめに ─

南中核病院，仙台市立病院の 17 施設である。1995

最近，重症頭部外傷のみならず重症外傷が減少し

年 7 月から 2006 年 12 月の間に Miyagi に登録され

ているという実感を各地域の救急現場は共有してい

た症例は 10373 例であり，慢性硬膜下血腫を除外し

るように思われる。われわれは宮城県内すべての脳

た急性期入院症例 9076 例を今回の対象として，受

神経外科施設に入院した頭部外傷患者の登録事業を

傷機転（交通事故，転倒，転落）
，GCS 8 以下の症例

宮城頭部外傷研究会多施設共同調査（以下，Miyagi）

数，年代別症例数について経年変化を検討した。

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 9,10,11）。そこで，地域に

Ⅲ───────────────結

おける重症頭部外傷発生の経年変化を明らかにする

果─

目的で，仙台市消防局救急搬送統計と Miyagi の両

仙台市における外傷患者の救急搬送は 2005 年ま

者から地域における重症外傷，特に重症頭部外傷の

で右肩上がりに増加していたが，それ以降減少に転

発生頻度に関する検討を行ったので報告する。

じていた。外傷患者の内訳をみると，交通事故の救
急搬送人数は 2000 年をピークとして以後減少し，特
に 2006 年以降における減少が顕著であり，2008 年

Ⅱ──────────────対象・方法─

に初めて一般負傷の救急搬送人数を下回った。これ

仙台市消防局における 1992〜 2008 年の救急搬送

に対し一般負傷と自損行為による救急搬送人数は

統計から，外傷搬送人数とその内訳（交通事故，一

2006 年まで一貫して増加傾向を示しており，その後

般負傷，自損）
，および医療機関搬入時重症度の経

わずかに減少傾向を呈していた（Fig.1）
。

年変化について検討した。

仙台市における外傷患者の救急搬送のうち重症・

Miyagi は，宮城県内の脳神経外科施設に入院した

死亡例の年次推移をみると，死亡症例数は 2000 年

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

以降多少の増減はあるもののほぼ一定であるのに対

（CPAOA）および外来死亡を含む）の登録事業 9,10,11）

し ，重 症 症 例 数 は 1999 年 以 降 漸 減 が 続 い て い た

である。参加施設は東北大学，仙台医療センター，

（Fig.2）
。中でも重症交通外傷の救急搬送は 1992 年

広南病院，仙台徳州会病院，泉病院，南東北病院，

から一貫して減少が続き，過去 17 年間で約 1／3 と

仙石病院，仙台東脳神経外科病院，赤石病院，石巻

なっていた。また交通事故による救急搬送死亡症例

赤十字病院，気仙沼市立病院，大崎市民病院，古川

。さらに年
も 2002 年から減少傾向にあった（Fig.3）
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Fig.2 Severely injured/dead patients transported by ambulance (Sendai City Fire Bureau).
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Fig.3 Severely injured/dead patients due to MVA transported by ambulance (Sendai City Fire Bureau).
MVA: motor vehicle accident
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Fig.4 Age and injured patients due to MVA transported by ambulance (Sendai City Fire Bureau).
MVA: motor vehicle accident

代別交通事故救急搬送人数をみると，2004 年から

亡症例は 2000 年まで右肩上がりに増加し，その後

2008 年の間で 20〜 30 歳代の若年者の搬送人数の減

も減少傾向は認められなかった（Fig.6）
。

少が顕著であった（Fig.4）
。一方，一般負傷救急搬送

Miyagi の頭部外傷登録症例数を受傷機転別に検

の重症・死亡症例は過去 10 年間に大きな変化は認め

討すると，2002 年以降の交通事故の減少が顕著で

られなかった（Fig.5）
。自損行為救急搬送の重症・死

あった（Fig.7）
。GCS 8 以下の重症頭部外傷症例数も
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Fig.5 Severely injured/dead patients due to general injury transported by ambulance (Sendai City Fire Bureau).
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Fig.6 Severely injured/dead patients due to self-injury transported by ambulance (Sendai City Fire Bureau).

2003 年以降明らかに減少していた。これに対し転

台市に特徴的な事象ではなく，消防統計 3）や交通安

倒・転落に起因する頭部外傷症例の減少はわずかに

全白書 4），さらに全国規模の頭部外傷データバンク

認められるのみであった（Fig.8）
。また，交通事故に

の検討 11,13,14）でも指摘されている。

起因する頭部外傷入院患者数は，特に 10〜 20 歳代

交通事故による重症外傷減少の要因としてまず道

の若年層において 2002 年以降大きく減少していた

路交通法の改正に伴う罰則強化が挙げられる。すな
わち，2001 年の危険運転致死傷罪，2002 年の酒酔

（Fig.9）
。

い運転・酒気帯び運転・死亡事故など悪質・危険な違

Ⅳ───────────────考

反の罰則強化，2004 年の走行中携帯電話等使用の罰

察─

則強化，2007 年の飲酒運転・飲酒検知拒否に対する

今回の検討で仙台市における重症外傷の救急搬送

罰則強化，2008 年の後部座席のシートベルト着用義

件数は 2005 年以降減少傾向にあり，特に交通事故

務化などであり 2），これらの効果が今回の結果と

に起因する重症外傷救急搬送件数が過去 17 年間で

なって現れたと考える。

1／3 に減少と際だっていた。また宮城県内脳神経外

一方，若者の車離れの風潮は見逃すことはできな

科施設において交通事故による頭部外傷入院症例お

い。現代の若者にとって車は最早あこがれの対象で

よび GCS 8 以下の重症症例も同じく最近 5〜6 年は

はなく，排気ガスをまき散らし，高いガソリン代の

明らかに減少していた。このような交通事故による

負担を余儀なくされる車よりも自転車の方が健康的

重症外傷患者の減少，特に若年層における減少は仙

で「クール」なのであろう。また社会情勢の変化もこ
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Fig.7 Cause of head injury in Miyagi.
MVA: motor vehicle accident
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Fig.8 Cause of severe head injury with GCS < 9 in Miyagi.
MVA: motor vehicle accident

のような傾向に拍車をかけているように思われる。

も両者の差は年々拡大している。頭部外傷において

就職氷河期世代の若年者は正規雇用の狭き門のため

も今回の Miyagi の検討で，交通事故による入院症

に非正規労働者の選択を余儀なくされ，結果的に可

例および GCS 8 以下の重症症例が大きく減少して

処分所得の低下，ワーキングプアの状況は車の購

いるのに対し，日常生活の中で発生した転倒・転落

入・維持を困難とし，車離れを一層助長していると

に起因する入院症例数・重症症例数はわずかな減少

言えよう。

しか示していなかった。また頭部外傷データバンク

さらに忘れてならないのは車両安全装置の進歩で

の検討でも Miyagi と同様，転倒・転落による重症

ある。シートベルトやエアバッグの性能向上，乗員

頭部外傷入院症例の年齢分布は 50 歳代後半から 80

を守る新たな車体剛性メカニズム，さらに衝突時に

歳代前半に幅広いピークが認められており 8,10,11），重

歩行者へのダメージを軽減するような車体設計，

症頭部外傷の主要原因が若年層の交通事故から高年

等々その発展にはめざましいものがある 15,17）。この

齢層の転倒・転落へと最近シフトしていることが指

ような複数の要因が若年層における重症交通事故の

摘されている 11,13,14）。
今回の検討を通じて，仙台市・宮城県では重症外

発生減少をもたらしていると考えられた。

傷の救急級搬送人数，重症頭部外傷の入院症例数が

仙台市における一般負傷の重症救急搬送人数は，

1997 年に交通事故に起因する人数を凌駕し，その後

ともに最近減少していることが明らかとなり，その
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Fig.9 Age and MVA in Miyagi.
MVA: motor vehicle accident

主たる原因が若年層の交通事故減少であることが示

また重症外傷患者の内容の変化も別の問題点を含

唆された。このような重症外傷症例の減少は社会的

有している。まず転倒・転落に起因する重症外傷・

には大きな成果であるが，逆に地域医療の面からは

重症頭部外傷の高年齢層化である。重症頭部外傷の

新たな問題を孕んでいると言えよう。一般に病院に

転帰は加齢とともに予後不良群が増加することが知

おけるある病態の症例数が増加するほどその治療成

られており

績は向上するとされている。重症頭部外傷を含む重

は在院期間の延長につながり，急性期病院における

症外傷が多数搬入される病院と年間数件程度の病院

空床確保をさらに困難とする可能性がある。また仙

では，迅速な蘇生処置とそれに引き続く緊急手術が

台市における自損事故重症例の救急搬送人数は 1990

必要とされる重症外傷患者の対応に質的な差が生じ

年代後半から急増し，最近では重症交通事故症例の

るのが現実であろう。本稿で示されたように地域に

救急搬送人数に近づいてきている。全国の自殺既遂

おける重症外傷患者の発生頻度は確実に減少してお

者数が年間 3 万人を超え 5），大きな社会問題となっ

り，各病院における重症外傷症例数の減少は治療成

ているが，重症外傷・重症頭部外傷の管理に加え，

績の低下につながりかねず，それ故重症外傷を地域

自殺再企図の予防のために早期からの精神科医の関

における幾つかの基幹外傷センター（救命救急セン

わりの必要性など，救急現場に科せられた課題は大

ター等）に速やかに搬送する体制を充実させる必要

きくまた多岐にわたっている。

があると思われる。消防法改正

16）に伴い平成

1,6,7,8,11,12）
，高齢重症頭部外傷患者の増加

22 年

度中には各都道府県で策定される予定の救急搬送基

Ⅴ───────────────おわりに─

準が有効に機能することを期待する所以でもある。
同時に基幹外傷センター（救命救急センター等）へ軽

宮城県・仙台市において，外傷救急搬送件数，重

症もふくめた外傷患者の救急搬送が一極集中化する

症外傷救急搬送件数，頭部外傷入院症例数，重症頭

ことも避けねばならず，後方病床の確保も含めた地

部外傷入院症例数は，最近確実に減少していること

域全体で支える外傷救急システムの再構築が不可欠

が明らかとなった。若年層の交通事故減少が最大の

である。

要因であると考えられた。
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In spite of expectation that brain hypothermia (HYPO) will
have a protective effect on the traumatic brain injury (TBI) in
children, recent Phase III study has concluded no benefit in
HYPO for pediatric TBI. This study prompted us to review
our pediatric TBI patients treated with HYPO to determine its
feasibility, safety, and efficacy. All patients were monitored in
the intensive care unit for complications and assessed by
Glasgow Outcome Scale at 3 months. Since 1995, 24 children
(range, 1 to 17; mean, 10.1 years old) with severe TBI (Glasgow
Coma Scale [GCS] score ≤ 8; mean, 5.6) were cooled to 34˚C
and maintained at least 48 hours, thereafter rewarmed 1˚C/day.
The median time from injury to initiate cooling was 107.5
minutes (range, 54 to 2980 minutes) and to reach 34˚C was
218.5 minutes (range, 72 to 3310 minuets). Overall, 58 % of the
patients had an unfavorable outcome (defined as severe disability [SD], vegetative state [VS], or death [D]) and mortality rate
was 25 %. Concerning 12 patients in the later study period, an
unfavorable outcome was 33% and no mortality was recorded.
There were 3 Ds and 1 VS. Two Ds in infant were due to refractory increase of intracranial pressure during hypothermia,
whereas delayed brain swelling after rewarming caused 1 D
and 1 VS in older children. There were no serious complications to discontinue hypothermia treatment or to be related to
poor outcome. Child brain is vulnerable to insult. Prolonged
hypothermia may be necessary to regulate intracranial pressure.
Advancement of systemic management and neuromonitoring
together with accumulated knowledge and technical innovation in hypothermia treatment enable us safer and more effective achievement of brain hypothermia treatment.

Ⅱ──────────────対象・方法─

Ⅰ ───────────────はじめに ─
2008 年，Hatchison らは小児重症頭部外傷に対す

対象は，1995 年以降当施設で脳低温療法＊を施行

る低体温療法が転帰改善をもたらさないばかりか死

した 17 歳以下の 24 名である。脳低温療法の適応お

亡率を増加させうると報告した 11）。小児重症頭部外

よび方法を Table 1 に示す。基本的に小児も成人と

傷において脳低温療法は無効であるのか，過去の自

＊我が国における脳指向型の低体温療法を脳低温療法と

験例を検討し考察を試みた。

して欧米の低体温療法と区別した。
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Table 1 Indication and method of induced hypothermia for severe traumatic brain injury
Indication
Neurological Grade

Glasgow Coma Scale of ≤ 6*

Intracranial pressure

Intractable elevation of intracranial pressure after decompressive craniectomy

Age

≤ 75 years old

CT findings

Exclude cases with no visible pathology（Diffuse Injury I by Traumatic Coma Data Bank Classification）
,
pure epidural hematoma, and completed brain herniation

Excluding criteria

Unstable cardiopulmonary function after resuscitation
Severe bleeding tendency
Terminal stage of chronic illness or cancer
Pregnant woman
Penetrating brain injury
Method

Temperature

Core temperature of 33 – 34 ºC

Timing

As early as possible, at least 6 hours after injury

Cooling

Surface cooling blanket, for initiation iced saline from nasogastric lavage

Duration

At least 48 hours, prolong until intracranial pressure is controlled

Drugs administered

Midazolam, bupurenorphine, vecronium**

Rewarming

1 ºC / day

Nurition

Enretral feeding within 24 hours***

Airway

Tracheostomy within 24 hours except for children

Operation

For evacuated mass leasions, operation should be carried out at the earliest timing

* Glasgow Coma Scale of 7 and 8 were included during the cooperative studies according to the study protocol. Rapidly deteriorated
cases were also included. ** Barbiturate was administered in the early study period. *** Enteral nutrition was delayed in the early study
period.

同様のプロトコールに従い早期の冷却開始と経腸栄

10.1 歳，男女比は 13： 11 で，GCS 平均は 5.6，13

養を原則としたが，5 名は神経所見の悪化後に低体

名に瞳孔異常を認めた。受傷機転は交通事故が大多

温導入となった。また，初期の 2 名は鎮静に barbi-

数を占め，CT 分類（Traumatic Coma Data Bank）は

turate を投与し，第 6 病日，第 11 病日に経腸栄養を

evacuated mass（EM）lesion が最多であった。脳圧モ

開 始 し た 。転 帰 は 3 ヵ 月 後 の Glasgow Outcome

ニターを施行した 21 名における測定開始時の脳圧

Scale（GOS）にて評価し，good recovery（GR）およ

は 平 均 23.6 mmHg で あ っ た 。来 院 時 平 均 体 温 は

び moderate disability（MD）を転帰良好，severe dis-

36.2 ℃，受傷から低体温導入開始まで 107.5 分，導

ability（SD），persistent vegetative state（VS），およ

入から 34 ℃到達まで 218.5 分を要し，34 ℃維持は 3

び death（D）を転帰不良とした。また，同期間中に

日間，冷却マットの使用は 7.5 日間であった（いずれ

脳低温療法を施行した成人重症頭部外傷の 86 名を

も中央値）。ただし，遅れて神経症状が悪化した 5

対照として，χ2 検定により両者の転帰を比較した。

名は受傷 12 時間以上経過後に冷却を開始した。
全体の転帰は，GR: 7 名，MD: 7 名，SD: 6 名，VS :

Ⅲ───────────────結

1 名，D: 3 名であり，転帰良好が 14 名（58.3 %），転

果─

帰不良が 10 名（41.7 %）であった。成人 86 名の転帰
良好 28 名（32.6 %），転帰不良 58 名（67.4 %）と比較

対 象 患 者 の 概 要 を Table 2 に 示 す 。年 齢 平 均 は
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Table 2 Baseline characteristics of the patients (N=24)
Characteristics
Age – year（mean ± SD）

10.1 ± 6.5

（range 1 – 17）

GCS（mean ± SD）

5.6 ± 1.2

（range 3 – 8）

Male Sex – no（%）
Pupil

13
（54.2）

4

bilaterally dilated

9

unilaterally dilated

Cause of injury – no.（%）
Motor vehicle

6

Passenger

7

Pedestrian

3

Bicycle

6

Fall

2

Other

CT findings（Traumatic Coma Data Bank Classification）
Evacuated mass

14

Diffuse type II

8

1

Nonevacuated mass

1

Diffuse type III

Admission temperature – °C（mean ± SD）

36.2 ± 0.9

（range 34.5 – 37.9）

107.5

（range 54 – 2980）

3

（range 1 – 13）

23.6 ± 18.3

Initial ICP – mmHg（mean ± SD）

Initiation of Hypothermia – minutes（median）
Time to 34 °C – minutes（median）

218.5

Duration of 34 °C – day（median）

Duration of cooling – day（median）

（range 7 – 83）

（range 72 – 3310）

7.5

すると，小児の転帰は有意に良好であった（p=0.02，

（range 1 – 22）

績の向上傾向が伺えた（Fig.2）
。

χ2 検定）。さらに，2001 年以降の 12 名に限ると転
帰不良が 33 %で死亡例はなかった。死亡した 3 名

代表例を提示する。

は，脳低温療法中に制御不能の脳圧亢進をきたした

症例 1：16 歳，女性，原付バイクで走行中，乗用

2 歳と 3 歳の各 1 名，および復温終了後に著明な脳

車に衝突しはね飛ばされて頭部を受傷した。来院

腫脹をきたした 16 歳児であった。復温終了後の脳

時，GCS は 6（E1, V1, M4），基底核出血を伴うびま

腫脹は 17 歳児にもみられ VS となった。低体温導

ん性脳損傷（Fig.3-A）を認めた。脳圧計挿入時の脳圧

入が遅れた 5 名のうち良好な転帰を得たのは 1 名に

，34 ℃の脳低温療法を 3 日間
は 15 mmHg（Fig.3-B）

すぎなかった。年齢別に GCS および転帰との関連

施行し 1 日 1 ℃で復温，脳圧の上昇なく，第 6 病日

をみると（Fig.1）
，1〜2 歳の 5 名のうち 3 名が GCS

に脳圧計，冷却マットを除去した。第 7 病日には自

6〜8 であったにもかかわらず転帰良好は 1 名のみで

発的に開眼し呼名反応，四肢の運動もみられたが，

あった。一方，片側大脳半球に広範な虚血性病変の

第 8 病日に両側瞳孔が散大し，CT で著明な脳腫脹

出現をみた 2 歳児は，明らかな麻痺や発達異常をき

を認めた（Fig.3-C）
。外減圧術を施行するも（Fig.3-

たすことなく良好な転帰をたどった。経年的にみる

。
D），第 18 病日に死亡退院となった（Fig.4）
症例 2：14 歳，男児。自転車走行中，自動車に衝

と，2003 年以降には転帰不良が 1 例のみで，治療成
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Fig.1 Glasgow Coma Scale and outcome in relation to age.
これを除去，第 5 病日に脳室ドレーンを開放した
（Fig.5-E）
。第 6 病日より復温を開始，第 10 病日に

36.5 ℃に達したが，脳圧上昇と脳腫脹の増強をきた
したため（Fig.5-F）
，再度冷却マットを敷き 35.5 ℃を
維持した。第 13 病日に髄液よりクレブシエラが検
出されたため，抗生剤を変更し髄液所見と脳腫脹の
。覚
軽快を待って 16 病日に復温を完了した（Fig.6）
醒後は次第に意識清明となり，学業成績・運動機能
の低下なく復学した。
Fig.2 Year and outcome.

Ⅳ───────────────考

突して頭部を受傷。来院直後 GCS 9（E2, V2, M5）で

察─

2001 年 ， Clifton ら は The National Acute Brain

あったが，処置中に急速に意識レベルが低下した。

Injury Study: Hypothermia において，低体温療法の

左急性硬膜下血腫，脳挫傷，後頭骨の線状骨折を認

有効性を否定したものの，来院時すでに低体温を呈

め，低体温を導入しつつ脳圧計を挿入した（Fig.5-

していた 45 歳以下の一群に対する有効性を示唆し

A）。体温低下とともに脳圧は 32 mmHg から一旦下

た 7）。Adelson らの小児重症頭部外傷に対する低体

降したが，1 時間後，脳圧上昇と急性硬膜下血腫の

温療法の Phase II study では，サンプルサイズが小

増大をきたしたため，開頭血腫除去，外減圧術を施

さく有効性は証明できなかったが，安全性と認知機

行（Fig.5-B）
，術直前に 57 mmHg に達した脳圧は 17

能の改善傾向が示された

mmHg まで低下した。さらに 1 時間後，脳圧再上昇

Shankaran らは 2005 年，新生児の低酸素性虚血性

と前頭蓋底を中心に硬膜下血腫の出現・増大をみた

脳症に対する低体温療法の有効性を報告した 17）。以

ため（Fig.5-C）
，再手術を行った。その後，脳圧は正

上の結果から，小児重症頭部外傷に対する低体温療

常範囲で推移したが，第 4 病日に 25 mmHg を超え，

法 が 有 望 と 思 わ れ る が ，前 述 の Hutchison ら の

テント上下の硬膜外血腫が増大したため（Fig.5-D）
，

Phase III study は，期待を裏切るものであった 11）。
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1）。病 態 は 異 な る が ，

Fig.3 Brain computed tomography scans of case 1.
A: on arrival, B : after ICP sensor placement, C : Day 8, D : Day 9 after bilateral decompressive craniectomy.

Fig.4 Schematic drawing of the case 1.

一般に小児は脳の可塑性に優れ，救命できれば良

報告がある 4）。今回，Hutchison らの報告に従い 17

好な機能回復も可能と推測される。しかし，一言で

歳以下を対象としたが，一様に論じるのは適切では

小児といっても髄鞘が形成過程にあり神経系が未発

ない。また，過去 15 年間にわたり集積した症例は，

達な乳児と年長児とでは外傷に対する脆弱性や可塑

治療方針や治療方法が一貫せず症例数も少ない。し

性が異なる 15）。一般に小児頭部外傷の転帰は成人と

かしながら各症例を検討し文献的考察を加えること

比較して良好であるが，乳児は年長児よりも転帰不

により，小児頭部外傷に対する脳低温療法の問題点

良であることが知られている 13）。小児脳は可塑性に

を抽出することは可能と考えられる。

優れるが，年長児に比べ乳幼児では脆弱性が大き

Hutchison らは，体表冷却法により食道温 33.1 ℃

く，受傷後，時間経過とともに知能が低下するとの

を 24 時間維持後に 0.5 ℃／時で復温した低体温群と，


神経外傷 Vol.33 2010

Fig.5 Brain computed tomography scans of case 2.
A : after ICP sensor placement, B : immediately after first operation, C : hematoma enlargement after first operation, D:
enlargement of occipital and posterior fossa epidural hematoma, E: Day 5, G : Day 10.

Fig.6 Schematic drawing of the case 2.


神経外傷 Vol.33 2010

36.9 ℃で維持したコントロール群との比較におい

襲に血行動態をモニタリングし，症例によっては近

て，6 ヵ月後の転帰不良は低体温群 31 %，コント

赤外分光法を用いた脳酸素代謝モニターを行ってい

ロール群 22 %，死亡率は各々21 %，12 %であり，低

る。
以上，Hutchison の報告には少なからぬ問題点が

体温療法の有用性を否定した 11）。
本研究に対しては，冷却開始まで 6.3 時間，目標

あり，われわれの方法とは異なる。合併症を全く伴

体温到達までさらに 3.9 時間を要した導入の時間経

わずに脳低温療法を施行することは容易ではなく，安

過や脳浮腫の増強時期である 2 日目の復温開始につ

易な低体温導入は慎まねばならないが，一方で頭部

いて既に批判がある 2,12）。われわれは受傷 2 時間以

外傷において体温上昇は転帰不良に関連し 19），脳圧

内に冷却を開始し，3 時間以内に 34 ℃に到達し，中

亢進に対する低体温の有用性は明らかである 14,16,18）。

央値で 3 日，最長 13 日まで低体温を維持している。

臨床的にも小児頭部外傷において低体温が酸化スト

小児では成人に比し頭部外傷後にびまん性脳腫脹を

レスを軽減させることが示されている 5）。前述の

きたしやすく 3），小児重症頭部外傷に対する低体温

Adelson らは，現在，重症小児頭部外傷に対する

療法では復温時に脳圧亢進をきたすことが知られて

Cool Kids Trial：受傷後 6 時間以内の低体温導入，

いる

1,6）
。症例

1 は復温終了後に著明な脳腫脹をき

48 時間の低体温維持，2〜 3 日かけて復温を行う多
施設前向き共同研究，を進めている 9）。

たし死に至った。病態悪化の機序は判然としない
が，より長期間の注意深いモニタリングを実施して

今回の検討は，当施設において脳低温療法を開始

いれば，早期の減圧開頭や再度の低体温導入などの

した 1995 年からの症例を含む後ろ向き研究であり，

対処が可能であったのではと悔やまれる。この反省

均質な患者群ではない。全体の治療成績は転帰不良

から，症例 2 では，脳圧，CT を指標とした長期間

が 58 %，死亡が 33 %であったが，小児では成人に

の体温コントロールと早期の合併症治療を行い，良

比べ転帰が良好であることが示された。さらに，

好な転帰を得ることができた。さまざまな病態を呈

2001 年以降については転帰不良が 33 %となり，死

する重症頭部外傷では個別の治療が必要であり，画

亡例はない。近年の脳モニタリング技術の進歩はめ

一的な 24 時間の低体温維持はあまりにも不十分で

ざましく，脳低温療法の治療技術は確実に進歩して

復温も性急すぎると思われる。

いる。Hutchison らの報告をもって小児に対する脳

また，Hutchison らの報告では，低体温中の血糖

低温療法の有効性を否定することはできないと考え

が有意に高く，復温期に血圧と脳灌流圧の低下，乳

る。また，小児の転帰判定は GOS のみでは不十分

酸値の上昇，合併症が有意に多くみられ，ストレス

であり，長期にわたる精神・知能発達を含めた詳細

高血糖が制御されずに低体温治療が行われたことが

な検討が必要と思われる。小児重症頭部外傷に対す

示唆される。高血糖は他の重症傷病と同様に小児頭

る臨床データは未だ不十分であり，脳低温療法に関

部外傷において独立した死亡予測因子である

しても質の高いデータの集積が望まれる。

8）
。高

血糖によってもたらされる 2,3-diphosphoglycerate
の低下は，ヘモグロビン酸素解離曲線を左方移動さ

Ⅴ───────────────結

せ，組織における酸素解離を阻害して細胞レベルで

語─

若年者では脳の可塑性が優れていると考えられ，

の低酸素症をきたす 10）。加えて復温期にみられた血
圧と脳灌流圧の低下，乳酸値の上昇は，低体温群の

脳低温療法の効果が期待されるが，一方で発育途上

転帰に悪影響を及ぼしたものと推察される。われわ

の脳は脆弱性も高い。

れは，最近の症例では，血糖値 100〜150 mg/dl を目

早期低体温導入と合併症予防，脳圧のリバウンド

標に管理し，フロートラックセンサーを用いて低侵

上昇を回避する慎重な復温が望まれる。
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乳児 growing skull fracture に
対する手術の工夫：
骨膜付き骨片移植と
吸収性プレートの有用性

A surgical case of infantile growing skull
fracture: Efficacy of vascularised rotation
pericranial bone graft and fixation with
absorbable plate and screw system
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朴 永銖

Growing skull fracture (GSF) is well known but rare complication that can occur in infants and young children. The principle concept of treatment for GSF was simple, but detailed
methodology for surgery is still controversial especially in
infantile cases. GSF can be a challenging surgical problem
facing the pediatric neurosurgeon.
We presented an 8-month-girl exhibited her left parietal
bulging after head injury four months later. CT and MRI findings demonstrated typical widened fracture (20 mm × 65 mm)
and leptomeningeal cyst. We repaired dural defect with
autologous periostium and cranial defect with vascularised
bone flap. It was very useful to use absorbable plate and
screw system for rigid cranial fixation. Our surgical concept
for GFS in younger children is not to use foreign materials and
make sure cranial fixation as soon as possible.
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手術法の要点は，脱出した leptomeningeal cyst を

Ⅰ ───────────────はじめに ─

処理して，硬膜を water-tight に補填し骨欠損部を形

Growing skull fracture（GSF）は主として乳幼児に

成することであるが 11），症例の大部分は乳幼児が手

発症する遅発性頭部外傷合併症として広く知られて

術対象であり，症例ごとにきめ細やかな注意と工夫

いるが，その発生率は小児頭蓋骨骨折の 0.05 %から

を要する。

0.6 %と稀な病態である

4,8）
。よって，手術治療に関

今回われわれは，頭蓋内に可能な限り異物を残さ

するまとまった報告は少なく，症例ごとに慎重に検

ずに，速やかに骨癒合を達成するべく有茎移植骨片

討を加えて修復法を決定しているのが実情であ

で 骨 折 離 開 部 を 補 強 し た 後 ，吸 収 性 プ レ ー ト

る

7,11,12）
。

（LactoSorb®; Biomet Microfixation, Inc., Jacksonville,
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A

B
Fig.1

A: 3-D CT at admission (4 months after head injury) shows widened cranial fracture with width 20 mm and length 65 mm.
B : MRI T2 weighted image shows leptomeningeal cyst in left parietal correspond to lacerated dura matter.

Fla., U.S.A.）で semi-rigid に頭蓋形成を行うことに

20 mm，縦長径 65 mm の骨離開が生じており（Fig.1-

より，良好な治療経過を得ることができた一乳児症

A）
，頭部 MRI では挫滅した脳組織が leptomeningeal

例を経験したので報告する。

cyst となって損傷した硬膜裂隙より突出していた
（Fig.1-B）
。

Ⅱ ──────────────症

【手術】

例─

乳児期に発症した典型的な GSF と診断し根治的

患者：8 ヵ月，女児

な手術治療を計画した。患児は 8 ヵ月でつかまり立

【既往歴】

ちをしかけている身体発達段階であることを十分に

生後 4 ヵ月時に家族に抱っこされていた状態から

考慮し，できるだけ早期に骨癒合が得られ，かつ手

転落し，左頭頂部をエレベーターのステップの角で

術直後から比較的強固な固定力が得られる頭蓋形成

受傷する。同日，某病院へ搬送され，左頭頂骨線状

術が必須と考えられた。

骨折，受傷部直下の脳挫傷の診断を受けるも，意識

2009 年 8 月某日，頭蓋形成術を施行した。手術の

も清明で明らかな頭蓋内圧亢進徴候や巣症状も認め

要点は，異物を残さず，早期に骨癒合を得て，可能

ず，入院し保存的な治療が行われた。退院後も問題

な限り強固に頭蓋形成を行うことである。頭皮上か

なく経過していたが，受傷後 3 ヵ月頃から受傷部が

ら離開した骨折部の全周を確認した後，移植骨片と

膨隆しているのに気づき GSF の診断のもと，根治

骨膜を採取すべく皮膚切開は大きく行った。拡大し

的な手術治療目的のために当院へ紹介となった。

た骨折部直下の骨膜は intact であったが，拍動性の

【入院時所見ならびに神経放射線学的所見】

腫瘤を形成していた。骨膜を骨折線に沿って切開す

意識清明で機嫌も良好であり，明らかな神経学的

ると leptomeningeal cyst が膨隆し，脳表には新たな

脱落徴候は認めず，また痙攣発作を生じることもな

損傷を加わらないように綿片で保護しつつ，硬膜裂

かった。左頭頂部に拍動を伴う弾性軟の皮下腫瘤を

隙の断端が完全に露出されるまで離開骨折部辺縁に

認め，触診にても頭蓋骨骨折部が異常に離開してい

沿ってスタンツェにて骨削除を加えた（Fig.2-A）
。硬

るのが触知可能であった。

膜裂隙部を補填すべく自家骨膜を採取し water-tight

頭 蓋 3D-CT で は ，骨 折 線 の 拡 大 に よ り 横 幅 径

に縫合した後（Fig.2-B）
，移植骨を骨膜付着した有茎
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A

B

C

D
Fig.2

A: Dural defect (outlined with white arrowheads).
B : Water-tight pericranial graft repair of dural defect.
C : Rotation graft with vasularlised bone flap.
D: Donor site reconstructed with autologous particulate bone and absorbable plates and screws.

ギュラー型プレート 2 枚，スクリュー 12 本で semi-

rigid に補強した（Fig.2-D）。
【術後経過】
経過は良好で，特に保護帽子など装着せずに管理
した。手術後 3 週間で退院したが，つかまり立ちや
自力歩行ができるようになった時点でも大きなトラ
ブルなく経過した。術 3 ヵ月の CT では良好に骨癒
合が得られており，cosmetic にも対称的な良好な頭
蓋形成が達成されていた（Fig.3）
。

Fig.3 3-D CT three month after surgery shows bone
defect is repaired with autlogous bone flap.
The edge between graft and surrounding skull is smooth.

Ⅲ───────────────考

察─

の vascularised flap として，骨欠損部をカバーすべ

GSF の手術法の一般的な要点は，必要十分な骨病

く回転させて頭蓋形成を行う（Fig.2-C）
。Donor site

変を切除し，硬膜を正常部位まで露出し，くも膜と

には particulate bone を敷き詰め，その上に吸収性

の癒着が無いことを確認し，leptomeningeal cyst を

システムの LactoSorb®のパネル型プレート 2 枚，レ

切除し，硬膜を water-tight に補綴し，骨欠損部を形
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成することである 11,12）。乳児を対象とする場合の手

蓋形成を行った。乳幼児の場合，硬膜外層が骨形成

術では成人や学童例とは異なった特別な細心の注意

に重要な役割をなしており 3,5），intact な硬膜の上に

を要する。

autologous particulate bone tip を敷き詰めることで
骨形成は早期に期待できる。

先ず，硬膜欠損部の処理である。現在では種々の
人工代用硬膜が使用可能であり脳神経外科手術では

吸収性プレート LactoSorb® はポリ生体吸収性素

日常的に汎用されているが，乳児の手術では可能な

材のポリ -L- 乳酸とポリグリコール酸のランダム−コ

限り異物を使用せずに自家組織を用いた硬膜の補綴

ポリマーで，12 ヵ月でほぼ完全に吸収されるが，初

が望ましい。大腿筋膜や腹直筋膜なども代用硬膜と

期強度の 70 %は手術後 2 ヵ月間維持されるので，骨

して採取可能であるが，新たに大きな手術創部が生

癒合が得られるまでの期間は強度が十分に保たれて

じてしまい，特に乳児例では困難と思われる。よっ

いるとされている 1,10）。Eppley らの large series の臨

て，硬膜補綴の自家組織材料としては，骨膜を採取

床報告によると 2），吸収性プレート LactoSorb®使用

する方法以外には無く，本手術例のごとく皮膚切開

による合併症は，感染が 0.2 %，異物反応が 0.7 %，

が大きくなる傾向になるが，いずれにせよ移植骨も

device failure に よ る re-operation が 0.3 %の み で あ

採取する必要もあり，侵襲がとりわく大きくなる訳

り，特に小児の手術では従来の金属製プレートやワ

ではない。人工代用硬膜を使用した際には，感染や

イヤーを使用した頭蓋手術よりも安全かつ有用であ

異物使用による炎症性変化が生じる可能性を否定で

るとしている。乳児頭蓋手術では，チタン製プレー

きない。 GSF では単に頭蓋骨離開やや硬膜断裂が生

トは硬膜内へ埋没したりスクリューヘッドが皮膚を

じているのでなく，leptomeningeal cyst や肉芽組織

貫通したりする危険性もあり，その使用は極力避け

が脱出している状態で，さらなる炎症の合併や感染

るべきである。そうなると固定力の弱い絹糸での骨

を惹起すると，脳組織のダメージを一層助長するこ

片の固定か，ワイヤーでの固定になるが，自宅退院

とになり，感染を極力避ける方法を選択すべきであ

後に転倒の危険性のある乳幼児の頭蓋形手術では困

る。

難と考える。

次に骨欠損部の補綴をいかにすべきかである。本

勿論，吸収性プレートはチタン製プレートに比し

症例はつかまり立ちをし始めた 8 ヵ月の乳児であ

て高価であるので，医療経済の面からも頭蓋手術の

り，手術・退院後も転倒による頭部外傷の可能性が

全例に用いることは推奨されず

ある。よって頭蓋形成においては，移植骨の癒合が

ごとく乳幼児症例に積極的に用いるべきと考える。

9）
，やはり本症例の

早期に得られ，癒合までの間にできるだけ rigid な

今 回 の 手 術 で は 有 茎 で rotation flap で 骨 移 植 を

骨片の固定が必要となる。今回，我々は欠損部には

行ったが，患児が乳児でなく幼児例であれば移植骨

骨膜付きの移植骨を rotation flap として用いた。同

を split として骨欠損部を補填する方法が考えられ

部位の硬膜は骨膜で硬膜形成を行った部位であり，

る。Singhal らは technical note での報告として 12），

その直上の移植骨片は vascularised bone が望まし

2 歳児の GSF に対して split 法を用い recipient site

い。骨欠損部を正確に計測し，隣接骨片を有茎で

は outer table， donor site は inner table で recon-

rotation flap で移植する手法が最も早い骨癒合を得

struction を行っている。現に我々も 3 歳児の巨大骨

る方法と考える。

腫瘍に対する手術で，腫瘍摘出部の骨欠損に周辺の

さ ら に donor side の 骨 欠 損 部 に は 粉 砕 し た

頭蓋骨片を split して頭蓋形成を問題なく施行した
が，その際の骨の厚みは 7 mm であった。

particulate bone を敷き詰め，その上からパネル型
（50 mm × 50 mm）の吸収性プレート

LactoSorb®

2

Hayashi ら 6）は 1 歳 7 ヵ月の幼児の GSF に対し，

枚で補強し，数本の screw で固定し semi-rigid な頭

lyophilized dura で 硬 膜 形 成 を 行 い ， methyl-
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虐待による乳児硬膜下血腫の
検討

Analysis of infantile subdural hematoma
caused by abuse
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We report infantile subdural hematoma caused by abuse.
Between January 2006 and December 2009, 10 cases of definite
and highly suspicious abusive subdural hematoma in infants
were treated at Nara Medical University Hospital. The mean
age was 5.4 months. On CT examination, severe cerebral
swelling was seen in 8 (80 %) and wide spreading cerebral
ischemia and atrophy in 9 (90 %). Retinal hemorrhage was
commonly seen in this series (90%). Subdural drainage and/or
subdural-peritoneal shunt surgeries were performed in 6
cases, and intensive combined therapy of mild hypothermia
and barbiturate was adapted in 7 cases. Favorable outcome
was achieved in only 3 cases. In spite of aggressive treatment,
clinical outcome are still bad. In our series, assailants were
predominantly not father but mother. There were various and
complex factors for child abuse. Cautious insight and suspicion are necessary to detect abusive injuries in infants. It is
very important to endeavor to prevent recurrences of abusive
injuries.
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成 14 年度の約 2 倍の件数となっている。とりわけ，

Ⅰ ───────────────はじめに ─

虐待による乳児硬膜下血腫は，死亡に至ったり重度

本邦でも平成 12 年に児童虐待の防止等に関する

脳機能障害をきたしたりするような痛ましい事例の

法律が公布され，児童虐待に対する社会の関心が高

報告も多く 16,20,22,25,30,31,33），早急に有効な防止策が望

くなってきた。厚生労働省の児童虐待相談対応件数

まれるところである 21）。

等及び児童虐待等要保護事例の検証結果（第 6 次報

当院においても児童虐待防止委員会を立ち上げ，包

告概要）によれば
（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/

括的なアプローチで取り組んできたが，昨今の事例

2r9852000000g6nl.html）平成 21 年度に全国の児童相

では虐待の事実が容易に判明することは少なく，搬送

談所が児童虐待相談として対応した件数は 44,210 件

時から入院経過中に至るまで注意深く洞察しなけれ

で，これまでで最多の件数となっており，これは平

ば虐待が見逃されてしまう事例も増加している 26）。
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Table 1 Summary of clinical data in 10 patients with abusive subdural hematoma in infancy
Case

Months Sex

Convulsion
(Status)

Location
of ASDH

Diffuse
Swelling

Global
Ischemia

Surgery

Hypothermia
+
Barbiturate Tx

Retinal
Bleeding

Assailants

Outcome

1

4m

M

Yes

Lt / IH

Yes
(severe)

Bilateral

No

72 hrs

Yes

Parents

Dead

2

3m

M

Yes

Blt / CO

Yes
(severe)

Bilateral

S-P shunt /
Drainage

72 hrs

Yes

Mother

SD

3

4m

M

Yes

Blt / IH

No

Rt
hemisphere

S-P shunt /
Drainage

No

Yes

Mother

GR

4

8m

M

Yes

LT / CO

Yes
(moderate)

Rt
hemisphere

Drainage /
S-P shunt

No

Yes

Mother

GR

5

8m

M

Yes

Lt / IH

Yes
(severe)

Lt
hemisphere

Drainage

72 hrs

Yes

Mother

SD

6

8m

M

Yes

Lt / IH

Yes
(moderate)

Bilateral

No

48 hrs

Yes

Father

SD

7

2m

F

Yes

Blt / CO

Yes
(mild)

Bilateral

Drainage /
S-P shunt

48 hrs

Yes

Mother

SD

8

7m

M

No

Lt / IH

No

No

No

No

No

Father

MD

9

2m

M

Yes

Lt / IH

Yes
(severe)

Bilateral

No

48 hrs

Yes

Mother

SD→Dead

10

8m

F

No

Blt / IH

Yes
(severe)

Bilateral

Drainage

48 hrs

Yes

unknown

SD

IH : hematoma in cerebral inter hemispheric subdural space, CO : hematoma in convex subdural space, S-P shunt : subdural peritoneal shunt

最近経験した症例から，虐待による乳児硬膜下血

な症例では，初診時に担当医から直接警察に通報を
行っている。

腫の特徴ならびに治療成績について報告する。

当院の児童虐待防止委員会は，小児科医（教授，
委員長），脳神経外科医（副委員長），救急専門医，

Ⅱ──────────────対象・方法─

小児眼科医，児童精神科医，看護師，ケースワー

2006 年 1 月より 2009 年 12 月までの 4 年間に，奈

カーで構成されている。

良県立医科大学脳神経外科および高度救命級セン

臨床所見については，受傷時の月齢，痙攣の有無，

ターにて入院加療し，強い疑心例も含め虐待が関与

CT・MRI 所見，眼底所見，手術治療の有無，低体

していた乳児硬膜下血腫の 10 例を対象とした（Table

温 ─ バ ル ビ ツ レ ー ト 併 用 療 法 （ mild hypothermia-

1）。受傷機転が不明確な外傷例，特に自宅内で生じ

moderate barbiturate therapy, MH-MB 療法）3）の有

目撃者が他に存在しない症例は虐待の可能性を念頭

無，虐待加害者，転帰などについて検討を加えた。

に，院内児童虐待防止委員会を招集し虐待の有無に
ついて協議し，虐待と判断された症例は速やかに児

Ⅲ───────────────結

童相談所へ通報した。症例によっては児童相談所や

果─

（Table 1）

地域の児童福祉課の担当者にも出席を要請し情報交
患児の平均月例は 5.4 ヵ月（2〜8 ヵ月）であり，男

換を行った。また，虐待による受傷が一見して明白


神経外傷 Vol.33 2010

女比は 8：2 で男児が圧倒的に多かった。受傷後から

2 例（1 例は義父），育児ストレスの疲れによる母親

搬送時にいたる間に全身痙攣を認めたのは 8 例

の精神的な要因が 2 例，患児の既存疾患が原因 2

（80 %）とほとんどの症例に重積に近い痙攣発作が生

例，母親の養育能力の欠如（知的障害）2 例，父親の

じていた。小児眼科医による眼底所見のチェックで

無知な揺さぶりが 1 例，原因不明が 1 例であった。

は 9 例（90 %）に眼底出血が生じており，新旧混在し

全例で児童相談所への通報が搬送後数日以内に行わ

ている網膜出血例も少なからず存在していた。

れており，警察の事情聴取も約半数の症例で行わ
れ，悪質な 2 症例に関しては虐待を行った両親，義

CT にて血腫の distribution は高位部の大脳半球間
裂を中心とした硬膜下血腫が 7 例（70 %）であり，成

父が起訴されている。

人例で通常認められる円蓋部を中心とした硬膜下血
腫は 3 例（30 %）のみであり，特徴的な所見であっ

Ⅳ───────────────症

た。画像上著しい脳腫脹は 8 例（80 %）に生じてお
り，経過中に大脳半球の広範な虚血巣を 9 例（90 %）

例─

症例 1（Case 1 in Table 1）

に生じ，さらに 6 例（60 %）では両側半球に虚血病変
患

を惹起していた。
手術治療に関しては，対象が 12 ヵ月以下の乳児

児：４ヵ月，男児

家族構成：実父，実母，実兄（双生児）。同じ敷地
内，別棟に父系祖父母。

例であり，手術侵襲度が格段に大きくなる開頭手術
を行った症例は無く，穿頭ドレナージを 6 例，硬膜

既往歴：特記すべき事項なし。

下 ─ 腹腔短絡術（S-P shunt）を 4 例（重複症例を含む）

現病歴：夜間に突然全身のひきつけが生じた後

に施行した。搬送時に血腫が少量であったり，既に

に，呼吸していないとのことで救急要請があり近医

広範な脳のダメージが生じていたりするような症例

へ搬送された。CT にて急性硬膜下血腫を認め，患

には外科的治療は適応無し，と判断し内科的に治療

児の体表所見から虐待が強く疑われ，当院高度救命

した。積極的な集中治療管理として頭蓋内圧コント

救急センターへ転送となった。

ロールと脳保護目的で 7 例（70 %）に MH-MB 療法

入院時現症：全身性強直性痙攣を頻繁に認め，大
泉門は高度に緊張しており，Pediatric Glasgow Coma

を導入した 3）。
転帰は，受傷後 3 ヵ月の時点で good recovery が

Scale（PGCS）4 点。顔面には打撲痕を数ヵ所に認

2 例，mild disabled が 1 例，severe disabled が 5 例，

め，右大腿は骨折により腫脹し，両下肢皮膚には爪

dead が 1 例 と な っ て い る が ，受 傷 後 3 ヵ 月 時 に

で抓った擦過創が無数に存在した。腹部には患児を

good recovery とした判断した症例でも，患児の成

罵る“落書き”までされており，全く身体の保清が行

長とともに四肢運動面の脱落症状は顕著ではないも

われていなかった。CT にて左大脳半球間裂内に硬膜

のの，知能面での発達障害が生じる可能性があるこ

下血腫を認める同時にと，高度な両側大脳半球の腫

とに留意する必要がある。

脹を認め，皮髄境界が不鮮明となっていた（Fig.1-

虐待の加害者は母親が 7 例，父親が 1 例，両親と

A）
。

もに虐待に荷担が 1 例，不明が 1 例となっており，

入院後経過：直ちに気管内挿管の上，人工呼吸管

我々のシリーズでは虐待を行った加害者は圧倒的に

理ならびに重症全身管理を開始するが，手術治療の

母親が多かった。虐待に至った経緯については，院

適応は無いと判断し，MH-MB 療法を導入した。し

内児童虐待防止委員会を開催し協議した結果，以下

かし，既に広範囲に脳虚血が完成されており（Fig.1-

に挙げる事情が虐待の背景であると判断した。全く

B），治療の効果なく 3 ヵ月後に永眠した。本症例で

理由もなく虐待を繰り返し平然と行った乱暴な親が

は搬送後速やかに児童相談所ならびに警察へ通報
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Fig.1 (Case 1 in Table1)
A : CT at admission reveals left acute subdural hematoma and severe cerebral swelling.
B : CT on 3 days after reveals bilateral global cerebral ischemic change.

し，患児に虐待を加えていた両親が逮捕された。そ

後に手足のこわばりが強くなってきたとのことで脳

の後の経過で，実兄（双生児）にも虐待を繰り返し加

神経外科受診となる。
入院時現症：かろうじて哺乳は可能であったが，

えていたことも判明した。両親共に起訴され，実刑

易刺激性で四肢は筋緊張が高度に亢進していた。

判決を受けている。

PGCS 11 点。光に対する反応は全くみられず，失明

症例 2（Case 2 in Table 1）
患

に近い状態であった。CT にて両側大脳半球の高度

児：3 ヵ月，男児

の萎縮と両側に慢性期の硬膜血腫を認めた（Fig.2-

家族構成：実父，実母，実姉（2 歳）

B）。

既往歴：生後 1 ヵ月時に原因不明の全身痙攣重積

入院後経過：緊急入院の上，直ちに両側硬膜下ド

状態となり当院救命救急センターへ搬送される。初

レナージ術を施行し，頭蓋内圧の減圧を行った。入

回 CT にて大脳半球間裂に薄い硬膜下血腫を認める

院当初は，初回入院時の広範な脳損傷に伴う脳萎縮

と同時に，両側大脳半球の広範囲な脳虚血が既に生

の自然経過として慢性硬膜下血腫が生じたと考えた

じていた（Fig.2-A）
。両側眼底出血も認め，当時も虐

が，全身単純レントゲン撮影でチェックすると頭蓋

待の可能性が強く疑われ児童相談所へ通報したが，

骨に多発骨折を認め（Fig.2-C）
，虐待による受傷が確

母親は非常におとなしい性格で，とても子どもに暴

定した。再度，児童相談所へ通報し，児童相談所か

力をふるうとは思えないという印象と，虐待の事実

ら警察へ連絡が入った。2 歳の姉がおもちゃで患児

を確認できなかったとの結論のもと，31 日間入院加

の頭を殴ったために生じた頭蓋骨骨折であるとの受

療後に自宅へ戻す判断が下された。

傷機転の説明は明らかに不自然であり，母親による

現病歴：退院 1 ヵ月後に小児科外来を一度のみ受

虐待を強く疑った。また，生後 1 ヵ月時に救命救急

診し，その際に大泉門の緊張を指摘され脳神経外科

センターへ搬送された際の母親の態度が表情に乏し

の受診を指示されたが放置されていた。退院 2 ヵ月

く，重症の患児を慈しむ姿が認められなかったとい
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Fig.2 (Case 2 in Table1)
A : Initial CT (one month before admission) revels thin acute subdural hematoma and bilateral global cerebral ischemic change.
B : CT on admission reveals bilateral cerebral ischemic atrophy and chronic subdural hematoma.
C: Skull X-ray reveals multiple cranial fractures.

う救急専門医や看護師の証言も虐待を疑う大きな要

症例 3（Case 3 in Table 1）

因となった。警察も両親に対する事情聴取を行い，
結論として，父親は出張で留守が多く，2 歳の姉と

患

児：4 ヵ月，男児

患児との育児がとても辛かったようで，誰にも助け

家族構成：実父，実母

てもらうことができずに母親の育児ストレスが虐待

既往歴：特記すべき事項なし。

へ至ったと判断した。受傷機転に関しては，患児の

現病歴：自宅で父親とぶつかって転倒し，近医へ

頭部を何度も床もしくはベッドに打ちつけたと推察

救急搬送される。左上下肢の強直性痙攣が頻発し，

した。児童相談所の決定で， 2 年間の親子分離措置

痙攣重積状態となり重症管理目的で当院へ転送とな

がなされ，患児は乳児院で保護されることになっ

る。

た。現在 4 歳になるが完全寝たきりで座位保持も不

入院時現症：左上下肢の強直性痙攣を頻繁に認

可能で失明状態である。なお，母親の逮捕は見送ら

め，大泉門は高度に緊張していた。PGCS 7 点。CT

れた。

にて，右大脳半球間裂に急性期の硬膜下血腫ならびに
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Fig.3 (Case 3 in Table1)
A : CT on admission reveals right acute subdural hematoma and left chronic subdural hematoma. The anterior fontanelle is
severely tense.
B : CT on one week after reveals left chronic subdural hematoma.

左側にも薄く亜急性期の硬膜下血腫を認めた（Fig.3-

右大脳半球の虚血病巣の出現を認めていたが，発達

A）。右眼底出血が小児眼科医にて検出された。

の遅れは明らかでなく，左上下肢の麻痺も他覚的に

入院後経過：大泉門より 18 G の翼状針にて穿刺

は認めない状態で経過している。

し血腫を約 10 ml 排液した。痙攣重積に対しては，
ミダゾラムとフェニトインの静脈内投与でコント

Ⅴ───────────────考

ロール可能となった。経過中，左側の硬膜下血腫が
増大したために（Fig.3-B）
，後日 S-P shunt 術を追加

察─

1．虐待による乳児硬膜下血腫の特徴

施行した。両親に粗暴な言動は認められなかった
が，定頸間もない 4 ヵ月の乳児と父親がぶつかった

乳児硬膜下血腫には大きな 2 つの特徴がある。

という不自然な受傷機転の説明，陳旧の硬膜下血腫

第一に，血腫量に比して脳腫脹が高度に生じるこ

が混在していたことから虐待を疑い児童相談所へ通

とである（Fig.4-A）
。これは Zimmerman ら 34,35）に

報した。入院経過中，付き添いをしている母親は異

よって 80 年代初めに既に報告されているが，小児

様に緊張し，夜中に廊下から病室扉に向かって患児

例では頭部外傷よる diffuse cerebral swelling が成人

の名前を大声で叫んでいる光景が度々看護師によっ

例と比較して 3.5 倍高率に生じるとされている。こ

て目撃された。父親は付添っていてもテレビを観て

の機序に関しては，単なる edema ではなく，小児

いるか寝ているかであり，育児には非協力的な態度

例では重度の脳外傷後に vasomotor paralysis 生じ，

が明白であった。育児のストレスが原因で母親が虐

cerebral hyperemia に 伴 う cerebral blood flow の 急

待を行った可能性が高いと児童相談所が判断し，祖

激な上昇により diffuse brain swelling が生じやすい

父母にも面談指導を繰り返し行い，当分間は祖父母

と考えられている 6）。さらには，血腫そのものによ

宅に同居し定期的な児童相談所・地域の児童福祉課

る影響や乳児脳は水分含有量が非常に高い状態であ

職員の家庭訪問を必ず受ける条件で退院となった。

ることの影響もあるが，乳児重症頭部外傷例では受
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Fig.4 Representative sequelae of infantile acute subdural hematoma.
A: CT reveals severe cerebral swelling in spite of thin subdural hematoma.
B: CT reveals wide ischemic change not only in left cerebral hemisphere but also in right frontal lobe correspond to anterior
cerebral circulation.
C: CT reveals severe ischemic atrophy.

Mechanism of severe ischemic brain damage
in infantile SDHs caused by abuse
Intrinsic factors

Insults by head injury

Incomplete
Autoregulation
Vulnerable to
ICA circulation
Higher Consumption of
Oxygen and Glucose

Acute Brain Swelling

Fragile Brain
in infant

Traumatic
Hypoxia

Convulsion

Delayed Treatment

Additional factors in abuse
Repeated Injury

Malnutrition

Diﬀuse Ischemic Change
Severe Brain Atrophy

Fig.5 Mechanism of diffuse ischemic change and severe brain atrophy in infantile patients with abusive hematoma.
SDHs: subdural hematomas, ICA : internal carotid artery

傷直後に痙攣重積状態 14,33）や外傷性 hypoxia 15,17）を

血流の低下をもたらし脳虚血状態へと急速に変化し

呈することが多く，このような二次性の脳のダメー

ていく過程を捉えていると考えられている 7,12,28）。こ

ジが急激に脳腫脹を助長すると考える。

のような現象は成人例では稀であり，小児，特に乳

第二の特徴は，数日間の経過で大脳半球に広範な

児例に特徴的に認められる病態であり 27），その機序

脳虚血を生じ 27），その結果として著しい脳萎縮を惹

については，乳児脳は autoregulation が未熟である

起 す る こ と で あ る （Fig.4-B, C）。従 来 ， CT に て

こと 32），脳の酸素・ブドウ糖消費量は非常に高いこ

hematoma の 存 在 す る 側 の 大 脳 半 球 の diffuse low

とや 2,29），脳腫脹により内頸動脈が容易に屈曲しや

density が生じることが知られており，以前は広範

すい 13）ことなどの乳児特有の factors に，頭部外傷

な edema と考えられた時期もあったが 19），現在は

によって diffuse brain swelling が高度に生じ，さら

前述した diffuse cerebral swelling を生じた結果，急

には traumatic hypoxia 15,17）や痙攣重積状態 14,33）な

激に頭蓋内圧が上昇することより，一転し今度は脳

どが重合的に secondary insults として脳損傷を悪化
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させる 27）。さらには，虐待による乳児硬膜下血腫例

導入し良好な治療成績を報告してきた 3,4,5）。新生児

では，繰り返される頭部外傷，ネグレクトによる低

重症仮死に対して脳低温療法を積極的に導入してき

栄養状態ならびに医療機関への搬送の遅れに伴う治

た経験から，乳児例の重症硬膜下血腫に対しても，

療開始遅延なども加わり 16,30），極めて予後不良と

脳保護を目的に深部体温 35 ℃を目標とした低体温療

なっている（Fig.5）
。

法を積極的に施行している。また，乳児例では経過
中に痙攣重積状態を呈する症例も非常に多く，バル

2．乳児硬膜下血腫の治療

ビツレート療法を併用する形で重症管理を行うのは

乳児硬膜下血腫に対する治療は難渋する場合が多

理にかなっている。我々は乳児硬膜下血腫最重症例

い。虐待の要素が加われば，さらに病態は複雑化か

を中心に，MH-MB 療法を 48〜 72 時間継続させ全

つ重症化しなお一層治療が困難となる。治療の原則

身集中管理を施行した（Table 1）
。本治療の有用性に

は速やかな減圧処置の後に，いかに高度脳腫脹をコ

関しては，control randomized study を施行していな

ントロールして広範な脳虚血の発生を予防するかに

いので厳密に論じることはできないが，積極的な脳

尽きる。

圧管理や脳保護を行わなかった従来の 6 症例では，2

本シリーズでは結果的に減圧開頭術を施行した症

例が死亡し，4 例が救命はできたものの重度の発達

例は無く，手術治療は穿頭ドレナージを選択し，必

障害を残した治療成績と比較して 13），本シリーズで

要に応じて S-P shunt を追加した。広範囲減圧開頭

は手術施行６症例全例で救命可能であり，重度の発

術の適応を否定するものではないが，硬膜下血腫が

達障害が後遺しているのはわずか１例のみであっ

急性期でなく亜急性期もしくは慢性期に近い状態で

た。積極的な手術治療に MB-MH 療法を導入するこ

受診する例も少なからず存在することや 22,25,30），血

とにより，救命率の向上と神経機能予後の改善を得

腫の distribution が主として vertex 近傍の大脳半球

られることが可能であったと推察される。

間裂に存在しており，大泉門近傍からの穿頭による

しかし，虐待による乳児硬膜下血腫例では，繰り

ドレナージのみで十分な血腫除去が可能であり，敢

返される脳損傷や治療開始の遅れのために，来院時

えて広範な減圧開頭は施行していない。これは乳児

には一次的な脳損傷のみならず二次的な広範な脳虚

虐待例では急性期の硬膜下血腫であっても，激しい

血を生じている症例もあり 16,20,22），MH-MB 療法を

揺さぶりによって生じるケースも多く 8,9,10），頭頂部

導入しても救命できない症例も残念ながら存在す

での架橋静脈の破綻によって血腫が生じており，成

る。さらには，低栄養による全身状態不良も治療を

人例に多く認められ direct impact によって生じる円

なお一層困難にしていることが治療上の大きな問題

蓋部を中心とする硬膜下血腫とは手術方法が異なっ

点である。

てくると考える。また，症例の一部には高度に頭蓋

3．虐待の可能性についての判断

内圧が亢進した状態で搬送されており，救命救急セ
ンターの外来初療室で積極的に大泉門穿刺による血

Feldman ら 11）は乳幼児硬膜下血腫の原因につい

腫除去術を施行した症例もある。勿論，階段や 2 階

て，3 歳以下の硬膜下血腫例を対象に後方視的に検

の窓からの転落によって生じた direct impact による

討し，虐待の関与の可能性を definite unintentional，

急性硬膜下血に対しては，当施設でも積極的に広範

highly likely unintentional， likely unintentional， in-

囲減圧開頭術を躊躇無く選択している。

determinate，likely abuse，likely abuse，highly abuse，
definite abuse の 7 段 階 に 分 類 し た 。要 約 す る と ，

さらに重要なのは，脳腫脹をいかに管理し，広範
囲の脳虚血を予防するかである。われわれは，以前

likely abuse を陳旧性の 1 ヵ所の外傷で脳損傷は広

より成人重症脳損傷に対し MH-MB 療法を積極的に

範囲，頭蓋骨骨折・網膜出血・打撲創を認める，
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highly likely abuse を陳旧性の多数ヵ所の外傷があ

に全力を尽くし専念することであり，虐待の“犯人”

り既往がはっきりせず発育の過程で生じたとは到底

捜しでは決して無い。しかし，虐待を看過されたた

思えないもの，他に疑わしい軽微な陳旧性外傷を多

めに，再度虐待を受け重度の脳損傷が繰り返し加え

数認めるもの，definite abuse を目撃者の存在，当事

られた症例もあり，退院後の療育を考えた場合，虐

者の告白，確証の得られるもの，不自然な頭蓋骨骨

待の可能性については慎重かつ十分に検討を行うべ

折があり病歴が定かでないものと定義している。

きであると考える。

しかし，実際には虐待の可能性の判断に迷うこと
もしばしば経験する 24）。特に本邦では，虐待ではな

Ⅵ ───────────────ま と め─

く軽微な外傷によって生じる“いわゆる中村の血腫
Ⅰ型”が存在するのも事実であり 1,23），欧米では non

虐待による乳児硬膜下血腫 10 例について，その

accidental injury で眼底出血を生じていれば shaken

臨床像ならびに治療について検討した。最近の症例

baby syndrome 10,18）で，即これは虐待であるという

では，粗暴な両親の“単純”な暴力といった事例は減

簡単な構図ではない。虐待を加えた当事者が当初か

少傾向にあり，育児の悩みやストレス，母親の養育

ら虐待の加害を告白することは皆無であり，また受

能力の欠如といった背景による虐待例が増加してお

傷の現場に観察者がいない場合が大半である。ま

り，搬送直後から入院経過中に至るまでの深い洞察

た，被虐待者が乳児であるので，虐待の存在を周囲

力（時には強い疑心）を持たなければ虐待を見逃され

に訴えることは不可能である。イベントは虐待を加

てしまうケースもあると考える。治療はいかにして

える当事者と虐待を受ける患児とが，いわば密室の

広範囲の脳虚血を防ぎ得るかにかかっており，痙攣

状況下で生じており，虐待の存在の判断は決して容

コントロールを含め早期から低体温 ─ バルビツレー

易では無い。

ト併用療法を導入してきたが，今後も症例を重ねそ

長嶋ら

22）の報告のごとく，虐待の判断は
「病態」の

の有効性につき検証する予定である。

診断ではなく「行為」の判断であり，更に問題となる
のは「意図」の有無の判断でもある。よって，担当医
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重症頭部外傷合併多発外傷に
来院時頻脈が予後に与える
影響についての検討
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Objective : To assess the impact of presenting tachycardia on
emergency department (ED) arrival for multiple trauma
patients with severe traumatic brain injury (TBI).
Materials and Methods : Using retrospective analysis at our
Level I trauma center between 2007 and 2009, we identified
blunt multiple trauma patients who had severe TBI, which was
defined as an abbreviated injury score (AIS) ≥ 4. Tachycardia
was defined as a heart rate (HR) of ≥ 100 bpm. Patients who
were < 15 years of age, in cardiac arrest on arrival, those
having spinal cord injury, uncontrolled arterial fibrillation,
chronic heart failure or hemorrhagic shock were excluded.
Outcome was investigated using the Glasgow Outcome Scale
at hospital discharge. Two study groups, “good outcome” (GO;
good recovery or moderate disability) and “worse outcome”
(WO; severe disability, considerable vegetative state, or death)
group were compared.
Results : 643 patients had head injury and 34 patients had
severe TBI with multiple injuries. Mean injury severity score
(ISS), shock index, and revised trauma score (RTS) were 31 ± 8,
0.59 ± 0.2, and 6.44 ± 1.3, respectively. Median Acute Physiology
and Chronic Health Evaluation (APACHE) II score was 22.
Ten of 34 patients were tachycardiac on ED arrival. In the WO
group, the number of patients with tachycardia, Glasgow Coma
Scale < 9 patients, mean RTS, and APACHE II scores were
higher than those in the GO group. Multivariate logistic regression analysis showed that presenting tachycardia and an
APACHE II score of > 22 were independent predictors of worse
outcome (odds ratio, 17.6 and 27.7, respectively).
Conclusion : Presenting tachycardia on ED presentation is a
crucial parameter for worse outcomes in trauma patients, who
will develop worse outcome, with severe TBI suffering form
non-hemorrhagic shock. Further studies of pharmacological
stabilization using β-blockers during primary resuscitation and
their effect on cerebral metabolism are warranted.
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Ⅰ ───────────────背

ア計算では重症度を予測しきれない症例があり，日

景─

本救急医学会は自身のホームページ（http://www.

外傷診療において重症度を適切かつ簡便に評価す

jaam.jp）で注意を促している。

ることは，プレホスピタルでのトリアージや患者の

バイタルサインは，プレホスピタルを含めた外傷

予後予測に有用である。Glasgow Coma Scale（以下，

初期診療において傷病者から最初に得られる所見で

GCS）や GCS，収縮期血圧，呼吸数から算出する

ある。なかでも脈拍数はショックインデックスに用

Revised Trauma Score（以下，RTS）は生理学的指標と

いられ，頻脈は出血性外傷で有用性が高い。一方，

して，損傷形態と重症度をコード化した Abbreviated

非出血性ショック例，特に頭部外傷合併の多発外傷

Injury Scale（以下，AIS）や上位 3 損傷部位の AIS の

における頻脈の有用性は未知であり，今回われわれ

平方和である Injury Severity Score（以下，ISS）は解

は，重症頭部外傷を伴う多発外傷を対象に，来院時

剖学的指標として重症度評価に用いられる。さら

頻脈が外傷診療に与える影響について検討した。

に，RTS と ISS を組み合わせた Trauma and Injury

Severity Score（以下，TRISS）は生存確率の予測と

Ⅱ──────────────対象・方法─

して有用である。臨床の現場では速やかな重症度評
価が求められ，アシドーシス，低体温，出血・凝固

本研究は 2007 年 8 月〜 2009 年 7 月までに八王子

障害の「死の三徴」やショックインデックス（脈拍数／

医療センター救命救急センターに搬送された AIS 2

収縮期血圧）などは有用性が高い指標である。重症

以上の頭部外傷 643 例から重症頭部外傷合併多発外

頭 部 外 傷 に 関 し て は ， Japan Advanced Trauma

傷例を対象とし，以下の定義のもとで研究を行った。

Evaluation and Care（JATEC）の外傷初期診療ガイド

① 重症頭部外傷＝頭部 AIS 4 以上の症例

ラインで治療管理目標こそ挙げられているが，重症

② 多発外傷＝ AIS 3 以上の損傷部位を，複数区分

度指標は他部位の外傷と一様である

7）
。

に認める症例
③ 頻脈 = 心拍数 100 bpm 以上

外傷診療では常に多発外傷の可能性を念頭におく
ため，スコア化された重症度指標は多発外傷の治療

④ 瞳孔不同 = 左右差 1.0 mm 以上

優先順位の判断に有用性が高い。その一方で，重症

転帰は退院時の Glasgow Outcome Scale（以下，

GOS）を 用 い て 判 定 し た 。 Good recovery お よ び

頭部外傷合併例や高齢者多発外傷例などには，スコ

Table 1 Clinical characteristics
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Table 2 Comparison of the analysis between tachycardiac and non-tachycardiac group

Table 3 Comparison of the analysis between GO group and WO group

moderate disability を good outcome 群（以下，GO 群）

不良の心房細動／粗動合併例，心不全合併例，出血

とし，severe disability，persistent vegetative state，お

性ショック例（ショックインデックス 1 以上および収

よび death を worse outcome 群（以下，WO 群）とし

縮期血圧 90 mmHg 以下）は研究対象から除外した。

た。なお，本研究では，15 歳未満，来院時心肺停止

初療記録をもとに，患者の年齢，GCS，ISS，RTS，

または瞳孔散大例，脊髄損傷合併例，コントロール

収 縮 期 血 圧 ，脈 拍 数 ，体 温 ，呼 吸 数 ，呼 吸 状 態 ，
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Table 4 The literatures of the use of Beta blockers for traumatic brain injury

コア≧ 23（オッズ比 27.7，95 % 信頼区間：2.82〜273，

Acute physiology and chronic health evaluation II

p=0.01）であった。

（以下，APACHE II）スコアなどを抽出し，転帰との
関係を解析した。統計解析は 2 群間比較では

χ2 検

定および Mann-Whitney 検定を用いて行い，危険率

Ⅳ───────────────考

5 %未満をもって統計学的有意差とした。また，2 群

察─

間比較で有意差がある項目を説明変数とし，目的変

多発外傷において心拍数は不安，興奮，意識障

数を転帰として，ステップワイズ法を用いた多重ロ

害，呼吸障害，活動性出血など種々の要因で上昇す

ジスティック回帰分析により予後不良因子を求めた。

ると考えられる。また，外傷を含む重篤な疾病にお
けるストレス侵襲下では，交感神経の興奮により心

Ⅲ───────────────結

拍数は一般的に増加すると考えられる。このように

果─

来院時頻脈には種々の要因が関係すると考えられる

643 例のうち，来院時頭部 AIS 4 以上の重症頭部

が，本研究において来院時頻脈は重症頭部外傷合併

外傷は 52 例に認められた。このうち，多発外傷合

多発外傷の予後不良因子として外傷診療に寄与する

併例は 34 例で，来院時頻脈は 34 例中 10 例に認め

可能性が示唆された。心拍数と頭部外傷予後に関し

られた（Table 1）
。来院時頻脈群と非頻脈群との 2 群

て，心拍変動解析
（ Heart rate variability，以下，HRV）

間比較では，来院時頻脈群で有意に予後不良であっ

による自律神経機能評価を用いた研究が報告されて

た（Table 2）。

いる。Winchell らは頭部外傷では HRV が減少し，

転帰別では，GO 群 18 例，WO 群 16 例であり，

予後不良と相関すると報告している 12）。Baguley ら

GO 群と WO 群との 2 群間比較では，GCS，来院時

は重症頭部外傷を対象に同様の結果を報告をし，

頻脈症例数，RTS，APACHE II スコアで有意差を

Mowery らは重症頭部外傷では HRV が頭蓋内圧亢

認めた（Table 3）
。また，APACHE II スコアを中央

進と予後に関連していると報告している 2,6）。本研究

値 23 点で 2 分し，さらに RTS に含まれる GCS，収

では HRV を用いた解析は行っていないが，今後は

縮 期 血 圧 ，呼 吸 数 を 説 明 変 数 と し ，多 重 ロ ジ ス

来院時頻脈と初療時 HRV による自律神経機能の相

ティック回帰分析を行った。その結果，来院時頻脈

関性について研究する必要性があると考えられた。

および APACHE II スコア≧ 23 が独立した予後不良

近年，頭部外傷におけるカテコラミン値の上昇

因子となり，それぞれ来院時頻脈（オッズ比 17.6，

は，生命予後および機能予後不良因子として報告さ

95 % 信頼区間：1.39〜224，p=0.03），APACHE II ス

れ，頭部外傷により中枢神経系 β受容体の活性化に
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Table 5 Our experiences of the catecholamine surge after traumatic brain injury.

伴う脳および全身の酸素消費量が増大し，脳虚血に

そのような症例に対して，初療時に β遮断薬を導入

よる二次的脳障害が惹起されることが報告されてい

することは，二次的脳障害を抑制し，重症頭部外傷

る

患者の予後改善に寄与する可能性が示唆される。

11）
。β遮断薬の投与を受けた頭部外傷患者は，β

遮断薬の投与を受けなかった患者よりも生存率が高

Snodgrass らは，重症頭部外傷に対して β遮断薬を

いという報告が散見される（Table 4）1,3,4,8,9）。われわ

投与し，心拍数を 90 bpm 以下にコントロールした

れも来院時頻脈を認めた頭部外傷で，意識障害の有

患者に予後改善を認めたと報告している 10）。しか

無，多発外傷の有無にかかわらずカテコラミン過剰

し，外傷患者への β遮断薬の使用は血圧低下などの

産生が認めれた症例を少なからず経験しており，出

副作用の出現が懸念されるが，本邦では近年，交感

血性ショックや明らかな持続性活動性出血を伴わな

神経 β1 受容体に選択性が高く，循環への影響が少

い頭部外傷において，来院時頻脈はカテコラミン過

ない超短時間作用性 β遮断薬（塩酸ランジオロール）

剰産生を疑いし得る指標とも考えられる（Table 5）。

が臨床で使用されており，重症頭部外傷初期診療へ
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Objectives: This study investigated the effect of preexisting
antithrombotic therapy on the rate of hematoma enlargement
or thromboembolic event and outcome in patients with traumatic intracranial hemorrhage (TICH).
Method: A retrospective review of 152 patients with TICH age
60 years and older was performed. Thirty-nine patients with
TICH receiving antithrombotic therapy (ATT group) were
compared with a control group of 113 patients with TICH but
not taking any antithrombotic agent. ATT group consisted of
anticoagulation therapy group (n=13) and antiplatelet therapy
group (n=26). Age, gender, Glasgow coma scale (GCS) on
admission, type of intracranial hemorrhage, symptomatic
hematoma enlargement, thromboembolic event and Glasgow
outcome scale (GOS) at discharge were investigated.
Results : No statistically significant differences were found
between the two groups in terms of age, gender, GCS and type
of intracranial hemorrhage. Incidence of symptomatic intracranial hematoma enlargement was significantly higher in
patients receiving antithrombotic therapy compared with
patients without antithrombotic therapy (30.8 % vs. 6.2 % ; p<
0.01). In the antithrombotic therapy group, the anticoagulation therapy group and the antiplatelet therapy group had a
significantly high incidence of hematoma enlargement at 38.5%
and 26.9% respectively. Rate of the in-hospital thromboembolic
event was significantly higher in patients taking antithrombotic
agent than in those not taking antithrombotic agents (17.9 %
vs. 0.9 % ; p<0.05). In the anticoagulation therapy group, 5 of
13 patients (38.5 %) developed thromboembolic complications,
whereas 2 of 26 patients (7.7 %) taking antiplatelet developed.
Hospital mortality in TICH patients receiving antithrombotic
therapy was significantly higher than in the control group
(30.8 % vs. 11.5 % ; p<0.05).
Conclusion : Preinjury antithrombotic therapy appears to be
associated with a risk of thromboembolization and high mortality after traumatic brain injury. The anticoagulation therapy
group is more likely to develop thromboembolic complications
than the antiplatelet therapy group.
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た頭部外傷患者のうち，来院時頭部 CT にて外傷性

Ⅰ ───────────────はじめに ─

頭蓋内出血
（TICH）を認めた 152 例を対象とした。
除外例：① 60 歳未満，② 入院後 24 時間以内の死

本邦では急速な高齢者人口増加を認めている。一
方で脳梗塞再発予防など血管イベントの予防におけ

亡例。

る抗血小板薬・抗凝固薬といった抗血栓薬の有効性

抗凝固薬や抗血小板薬といった抗血栓薬内服下で

についてエビデンスが確立されている 1,2）。そのた

の受傷例（ATT 群）：39 例（ACT 群 912 例（APT 併

め，抗凝固薬療法（ACT）・抗血小板療法（APT）下

用 3 例を含む），APT 群 27 例，平均 78.9 歳）と，非

での外傷性頭蓋内出血例の診療機会が増加してお

内服群：113 例（平均 76.0 歳）とを，年齢，性別，入

り，抗血栓薬の中止・リバースや同薬の再開時期等

院時意識レベル（Glasgow coma scale，以下 GCS），

について，苦慮することも多い。 受傷前の抗血小板

入院時凝固機能検査，頭蓋内出血の種類，症候性頭

剤内服は軽微な頭部外傷を重篤な頭蓋内出血へ悪化

蓋内血腫増大の有無，手術の必要性，塞栓・血栓性

させる可能性があり，転帰不良，死亡リスク増加に

合併症，退院時の転帰について比較検討を行い，

関与していることが報告されている 13）。受傷前ワー

ACT・APT に起因する合併症の頻度や臨床的な特徴

ファリン内服が外傷性頭蓋内出血に与える影響は更

を検討した。統計処理は χ2 検定もしくは，Fisher

に顕著であり，外傷の程度にかかわらず，死亡リス

の直接検定を用いた。

クを増加させるという報告が多い

当施設での ACT 下での TICH 症例に対する治療

9,10,14）
。

一方，外科処置や手術を行う際の，抗血小板剤や

方針として，入院時早急にビタミン K 製剤の点滴静

抗凝固薬の内服中断に伴う塞栓・血栓症発症のリス

注によるリバースを図り，手術症例などでは新鮮凍

クについては，徐々にエビデンスが確立し，歯科に

結血漿製剤の投与を考慮した。APT 下での TICH

おける抜歯，観察のみの胃内視鏡検査や体表の小手

症例では，抗血小板剤の中止のみで対応した。

術では内服継続のまま施行することが，ガイドライ
ンでも推奨されている 8）。しかし，外傷による頭蓋

Ⅲ───────────────結

内出血や，高血圧性脳内出血など，出血性病変をき
たした場合の，発症前からの抗血栓薬に関する対

果─

1．入院時所見（Table 1）

処，管理には，苦慮する場合が多い。特に，外傷性
頭蓋内出血における，抗血栓薬の中止やリバース

入院時の所見では年齢，性別，入院時 GCS，頭

と，塞栓・血栓性合併症との関連について，現在ま

蓋内出血の種類について，ATT 群と非内服群との間

でまとまった報告は少なく，当然ながら明確なガイ

に差は認めなかった。凝固機能検査のうち，PT お

ドラインは存在しない。

よび PT-INR において，ACT 群が非内服群と比較

今回，我々は外傷性頭蓋内出血症例群において，

して有意に高値であった。

受傷前抗血栓療法の有無，入院後の血腫増大，塞

2．手術加療の必要性

栓・血栓性合併症などについて調べ，受傷前の抗血

手術加療は ATT 群の 30.8 %，非内服群の 11.5 %

小板療法・抗凝固療法が経過や転帰に与える影響に

で要し，ATT 群で統計学的に有意な差をもって多

ついて検討した。

かった（p<0.05）。特に ACT 群で手術を要した症例
が 53.8 %（p<0.01）と，統計学的に有意な差をもって

Ⅱ──────────────対象・方法─

多かった。APT 群では 19.2 %で手術加療を要した

2007 年 4 月〜2009 年 10 月までに当院に搬送され

（p=0.46）。
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Table 1 Patient characteristics
Characteristics
Age（mean ± SD）
Male : Female

Control

（n=113）
76.0 ± 8.2

12.2 ± 3.6

PT（s）
（mean ± SD）

11.5 ± 1.3

APTT（s）
（mean ± SD）
Type of intracranial hematoma
ASDH
AEDH

Cerebral contusion
Intraparencymal hemorrhage

ACT（n=13）
77.3 ± 5.5

68 : 45

GCS（mean ± SD）

PT-INR（%）
（mean ± SD）

Antithrombotics group（n=39）

20 : 19

0.46

0.06

0.05

0.33
0.50

14 : 12
11.9 ± 3.3

0.71
0.20

16.9 ± 6.3

11.5 ± 0.9

<0.01

0.36

2.4 ± 1.7

1.2 ± 0.2

0.01

0.35

33.6 ± 9.1

27.0 ± 2.6

0.24

0.65

10.8 ± 3.7

11.5 ± 3.4

79.7 ± 8.3

0.29
0.67

1.2 ± 0.2
27.9 ± 10.4

APT（n=26）

78.9 ± 7.7

6:7

P value

51.3 %
8.8 %

66.7 %
12.8 %

75.2 %
15.0 %

64.1 %
7.7 %

0.097
0.473
0.181
0.242

GCS, Glasgow coma scale ; PT, prothrombin time ; INR, international normalized ratio ; APTT, activated partial thromboplastin time ;
ASDH, acute subdural hematoma ; AEDH, acute epidural hematoma

3．症候性頭蓋内血腫増大（Fig.1）
入 院 後 の 症 候 性 頭 蓋 内 血 腫 増 大 は ATT 群 の

30.8 %，非内服群の 6.2 %で認め，ATT 群で統計学
的に有意な差をもって多かった
（p<0.01）。特に ACT
群で症候性頭蓋内血腫増大をきたした症例が 38.5 %
（p<0.01）と，統計学的に有意な差をもって多かっ
た。APT 群の 26.9 %で症候性頭蓋内血腫増大を認
め，統計学的に有意な差をもって多かった（p<0.01）。

4．塞栓・血栓性合併症（Fig.2, Fig.4, Table 2）
入院後の塞栓・血栓性合併症は ATT 群の 17.9 %

Fig.1 Comparison of symptomatic hematoma growth
rate after admission.

（脳梗塞 6 例，下肢動脈閉塞 1 例）
，非内服群の 0.9 %
（脳梗塞 1 例）で認め，ATT 群で統計学的に有意な差

Preinjury antithrombotic therapy increased symptomatic
hematoma growth rate after admission significantly. In
anticoagulation therapy group, symptomatic hematoma
growth rate after admission was especially high.

をもって多かった（p<0.01）。特に ACT 群では，13
例中 5 例（38.5 %）と高頻度で，塞栓・血栓性イベン
トを合併した（p<0.01）。APT 群では 7.7 %で塞栓・
血栓性イベントを合併したが，非内服群と比較して
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Table 2 Summary of cases with thromboembolic event (TE)
Case no. Age・sex

Preinjury antithrombotic
therapy

GCS

surgery

Date of occurrence of episode

Hopital day (postoperative day)

Type of TE

GOS

1

70 M

ACT

10

(+)

62 (24)

PAO*

SD

2

73 F

ACT

14

(+)

23 (8)

CI

D

3

81 F

ACT

7

(+)

4 (3)

CI

SD

4

82 F

ACT

5

(+)

5 (4)

CI

VS

5

63 M

APT

9

(–)

6

CI

D

6

74 F

APT

13

(–)

6

CI

D

7

83 M

APT

14

(+)

17 (2)

CI

D

8

68 M

(–)

7

(–)

12

CI

VS

* PAO, peripheral arterial occlusion

Fig.2 Comparison of thromboembolic event rate after
admission.

Fig.3 GOS at discharge in each group.
Preinjury antithrombotic therapy increased mortality significantly. The percentage of GR was significantly lower in
antithrombotic therapy group than in the control group.

Preinjury antithrombotic therapy associated with a significantly increased risk for thromboembolic event. In anticoagulation therapy group, thromboembolic event rate in
hospital was especially high.

統計学的に有意差は認めなかった（p=0.46）
。

5．転帰（Fig.3）

塞栓・血栓性合併症の発症時期は，平均 19.9 病日
（4〜 62 病日），手術加療を行っていない 3 例では，

全症例での転帰（退院時 GOS）は，非内服群で予

平均 8 病日（6〜12 病日）で発症。手術加療を施行し

後良好例が多く，ATT 群で予後不良例が多い傾向に

た 5 例では，平均 8.2 術後病日（2〜24 術後病日）で

あった。ATT 群では GR 例が，非内服群と比較して

発症。受傷後早期あるいは術後早期であることが多

統計学的有意差をもって少なく（p<0.01），死亡例が

かった。

統計学的有意差をもって多かった（p<0.05）。
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併症のリスクが増加するとの報告があり 12），虚血性
の合併症予防のためにはできる限り休薬はしない方
針とすることが，現在の常識となりつつある。しか
し，慢性期抗血栓療法下での外傷性頭蓋内出血症例
の治療および管理については，現在のところ明確な
指針を示したガイドラインは存在せず，大規模研究
も乏しい。それらの報告の中では，ACT 下におけ
る外傷性頭蓋内出血では特に死亡率が高く，早急な
リバースが必須であると示され 7,13），また，APT に
ついては，限られた retrospective study でのデータ
であるが，受傷前の APT が転帰悪化に影響してい
る可能性があるとしている 14,16）。本研究でも，抗血
栓薬の内服群では入院後，症候性頭蓋内血腫増大を
きたす症例が，非内服群に比べ多く，内服の有無に

Fig.4 Illustrative case.

かかわらず血腫増大例の転帰は不良であった。以上

The patient was a 73-year old female who had taken anticoagulation therapy with warfarin for atrial fibrillation. The
patient tripped and fell down. 3 days after the injury, the
patient presented with gait disturbance. (A) CT on admission showed thin acute subdural hematoma in left frontotemporal area. (B) CT scan demonstrated thick chronic
subdural hematoma, at 15 days after trauma. The patient
showed disturbance of consciousness. (C) 9 days after the
burr hole aspiration of chronic subdural hematoma, the
patient presented with coma. MRI diffusion-weighted
image showed ischemic change in the left hemisphere. (D)
MR angiography showed occlusion of left internal carotid
artery.

より，外傷の早期に抗血栓薬の適切な休薬・リバー
スを行うことは，血腫の増大，転帰の悪化を最小限
にするためにも，必須であると考えられる。しかし
ながら，それらの抗血栓薬の再開時期や再開の条件
などについては，言及している報告は殆ど無い。実
際の現場における一般論としては，血圧を含めた全
身状態の安定， CT による血腫増大停止の所見，休
薬中の抗血栓剤の効果持続期間，頭蓋内の出血の形
態（脳内出血のような実質内血腫か，硬膜外血腫の
ような実質外血腫か，など）等が，抗血栓薬の再開

血腫増大をきたした症例群の転帰では ATT 群，非

の目安としての大まかな判断基準になっていると思

内服群ともに転帰不良が多かった。ATT 群の死亡率

われる。本研究の結果から，ACT 群では特に外傷

は 58.3 %であった。塞栓・血栓性合併症例でも，い

性頭蓋内出血を認め休薬・リバースを行った後に，塞

ずれも予後不良であり，死亡率は 50 %に及んだ。

栓・血栓性合併症を高率に合併していることから，

ACT 群ではより早期に抗凝固薬の再開することが

Ⅳ───────────────考

望ましいと考えられる。

察─

外傷後脳梗塞については，中等度〜重症頭部外傷

慢性期抗血栓療法下での，出血性疾患の治療や外

の 10 % 前後で発症すると言われており，頭蓋内圧

科的加療において，抗凝固薬や抗血小板薬の休薬や

亢進，鈍的血管損傷，開頭手術など機械的な要素が

投薬再開の問題は議論の多いところである。近年，

危険因子として報告されている 11,15,17,20）。また，外

欧米においては，抜歯時のワーファリン休薬が血栓

傷後脳梗塞の合併は予後不良の予測因子であったと

塞栓症のリスクを増加させるとの報告

21）
，また，抗

の報告は認めたが 11），受傷前の抗凝固療法や抗血小

血小板剤についても，中止に伴って塞栓・血栓性合

板療法について検討している報告は我々の渉猟した
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限りでは認めなかった。今回の我々の症例群におい

しやすくなった可能性が考えられる。また，重症頭

ては，来院時切迫脳ヘルニアの状態で，開頭手術

部外傷後の凝固線溶系障害や DIC の合併 19）も，塞

後，それに起因すると思われる後大脳動脈および前

栓・血栓性合併症の一因と考えられる。しかし，頭

大脳動脈領域の脳梗塞を認めたケースが 1 例存在し

部外傷後の凝固機能異常は，比較的短い時間軸の中

たが，他の 6 例においては，重篤な外傷での脳ヘル

で，過凝固状態や消費性凝固障害がオーバーラップ

ニアに起因するような機械的要素による虚血は認め

して存在し複雑である。今後，同症例群での経時的

ず，抗血栓治療の中止に伴う血栓，塞栓が梗塞発症

な凝固線溶系検査の解析が必要と考えられる。

に大きく関与したと考えられた。これらの脳梗塞合

本邦の脳卒中治療ガイドライン 2009 では，抗凝

併症例の多くは，脳梗塞発症時に内頚動脈閉塞など

固中の脳出血への対応において，INR の迅速な補正

の広範囲脳梗塞例が多く，また外傷，抗血栓治療中

にはプロトロンビン複合体（乾燥ヒト血液凝固第 Ⅸ

止後，早期に発症しており，梗塞発症群は明らかに

因子複合体）が推奨され（本邦では保険適応外である

予後を悪化させる因子となっていた。これらの症例

が），また，外傷性を含む頭蓋内出血急性期治療と

群のように，高齢で，もともと血管イベントのリス

しても昨今注目されている遺伝子組換え活性型第

クが高いと考えられる場合，非重症例でも虚血性合

VII 因子製剤も有効であるとの記載を認めるが 8），特

併症は起こりうると考えられる。本シリーズでの脳

に，第 VII 因子製剤の投与では，血腫増大が抑制さ

梗塞合併症例において， MRA や脳血管撮影など血

れるも，塞栓・血栓性合併症リスクが増大するとの

管系の精査が，梗塞発症以前には施行されてなかっ

報告も散見される 4）。今後，神経外傷診療領域にお

た事実は，大きく反省すべきである。外傷性血管障

いて，塞栓・血栓性合併症が重要な問題となる可能

害合併の可能性も考慮すべき症例もあり，早期に頸

性が考えられる。抗血栓治療下での外傷性頭蓋内出

動脈エコー，MRA，3D-CT アンギオなどを施行し

血症例においては，抗血栓薬休薬やリバースによ

て，抗血栓薬の再開時期を考慮する指標としても，

る，凝固能亢進状態の機序や虚血合併症への影響，

前述したような抗血栓薬内服に伴う出血性素因（出

また，その補正の是非や凝固因子製剤の使用に関し

血増大のリスク）の評価とともに，元来の血管イベ

てなど，現在のところ，詳細に検討した報告は認め

ント発症のリスク評価を行うことも，併せて重要で

られない。このような凝固能の変動や是正に関して

あると考えられた。

の，基礎的，臨床的な検討が進むことによって，同

ACT 下での外傷性頭蓋内出血症例で特に脳梗塞

症例群における治療指針の確立につながっていくこ

合併が多かったが，その理由として，抗凝固薬休薬

とが期待される。

による凝固能亢進状態“Rebound hypercoagulabili-

ty”3,5,6）の関与が考えられる。Sise ら 18）の抗凝固薬

Ⅴ───────────────結

休薬に関する報告では，出血以外の理由で休薬をし

語─

た 38 例では 3 例のみで非致死的合併症をきたした

抗血栓療法下，高齢者外傷性頭蓋内出血症例群は

が，出血を理由に休薬を行った 45 症例中 20 例で

血腫増大・脳梗塞といった重篤な合併症を併発しや

“リバウンド効果”によると思われる合併症をきた

すく，転帰は不良であった。上記症例群の診療で

し，うち 10 例は重篤であった。詳細な機序は明ら

は，受傷後早期に適確な休薬・リバースによる止血

かではないが，本研究の症例群においても，外傷性

を行い，血管イベントに関わるリスク評価，出血病

頭蓋内出血をきたしたために，もともと行われてい

変の状態をみて，可及的早期に抗血栓療法を再開す

た抗凝固療法を中止すると“Rebound hypercoagula-

る事が重要と考えられ，抗凝固薬についてはより早

bility”をきたし，脳梗塞などの虚血性合併症をきた

期の再開が望ましいと考えられた。
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頸肋 1）に代表される破格によって腕神経叢，鎖骨下

Ⅰ ───────────────はじめに ─

動静脈が絞扼され，上肢の痛み，しびれ，脱力，む

胸郭出口症候群（以下 TOS）は，前および中斜角

くみ，冷感，蒼白など様々な症状を呈する症候群で

筋，第一肋骨，鎖骨，小胸筋などの正常組織および

ある。その発症には頭部，頸部，肩甲部の外傷が関
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A

B

C

Fig.1 Skin incision of transaxillary approach for first rib resection (A), anterior approach for scalenectomy (B) and
lateral approach for scalenectomy (C).
PM; Pectoralis major muscle, SC; skin incision, LD; Latissimus dorsi muscle, M; midline, C; clavicle,
SCM; Sternocleidomastoid muscle, T; Trapezius muscle

Table 1 Summary of operative cases
Male Female Age (average)

Postoperative symptoms
Mean period of Side of operation Operation times
illness (months) Left
(reoperation) Disappeared (%) Improved (%)
Right

FR

4

9

25 – 65 (43)

37

9

5

14 (2)

11/14 (79)

3/14 (21)

AAS

10

13

30 – 69 (47)

18

15

11

26

23/26 (88)

3/26 (12)

LAS

6

7

20 – 71 (44)

33

9

5

14

12/14 (86)

2/14 (14)

Total

20

29

20 – 71 (45)

28

33

21

54

46/54 (85)

8/54 (15)

FR ; transaxillary approach for first rib resection, AAS ; anterior approach for scalenectomy, LAS ; lateral approach for scalenectomy

外科的治療を行った全症例の内訳は，男性 20 例，

与していると言われている。いわゆる鞭打ち外傷の
約 1／3 に TOS が発症するとも言われている 5）。

女性 29 例，計 49 例であった。年齢は 20〜 71 歳，
平均 45 歳であった。平均罹病期間は 28 ヵ月であ

これまでに我々は TOS と診断した症例に対して，
その外科的治療法の成績，合併症および特徴につい

り，全例数ヵ月の保存的治療の後，治療効果が不十

ての報告を行ってきた 2,3,4）。今回はこれらの手術症

分であったため外科的治療を行った。手術側は，左

例について，症状発現および再燃・増悪時における

33 例，右 21 例，両側 5 例であり計 54 件の外科的治

軽症頭頸部外傷の関与を調査，検討し若干の文献的

療を行った。術直後の手術成績は FR，AAS，LAS

考察を加えて報告する。

でそれぞれ約 79 %，88 %，86 %の症状消失率を得
る こ と が で き た 。ま た 症 状 の 増 悪 例 は な か っ た
（Table 1）。

Ⅱ──────────────対象・方法─

3 つの手術法の特徴を Table 2 に示す。FR は斜角

我々がこれまでに TOS に対して行ってきた手術

筋群と第一肋骨を共に処理できるため理論的に最も

法は，経腋窩的第一肋骨切除術（First rib resection;

優れた手術法であるが術野が深くかつ狭いために術

以下 FR）
，胸鎖乳突筋両頭間からの前斜角筋切除術

中の腕神経叢に対する圧迫が強くなり術後に一過性

（ Anterior Approach for Scalenectomy; 以 下 AAS），

の上肢麻痺を生ずる危険性がある。また胸膜損傷を

お よ び Posterior triangle か ら の 前 斜 角 筋 切 除 術

合併する恐れもある。 AAS は胸鎖乳突筋の両頭間

（Lateral Approach for Scalenectomy; 以下 LAS）の 3

の直下に前斜角筋を確認できるので術中の orienta-

通りである。それぞれの皮膚切開線を Fig.1 に示す。

tion が容易である。しかし前斜角筋の切除後でない
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Table 2 Comparison operative methods
Advantage

Disadvantage

FR

Resection of scalene muscles and first-rib

Injury to brachial plexus or pleura

AAS

Easy orientation of operative field

LAS

Observation of scalene muscle and brachial plexus

Insufficiency to lower trunk type or vascular TOS

FR ; transaxillary approach for first rib resection, AAS ; anterior approach for scalenectomy, LAS ; lateral approach for scalenectomy

Table 3 Summary of traumatic TOS
Case
Side of
Age Sex
No.
operation
1

51

F

left

2

24

F

right

3

27

M

left

4

48

F

left

5

42

F

left

Type of injury
whiplash
whiplash

mild head contusion

Symptoms

Type of onset

paresthesia, pain first onset, immediately after injury
paresthesia, pain

Period of illness
(months)
several years

first onset, immediately after injury

28

recurrence

4

whiplash

paresthesia,

first onset, immediately after injury

24

hard trainning of ballet

paresthesia, pain,
weakness

frequent recurrence

14

operation of breast cancer
shoulder contusion

paresthesia, pain,
first onset, immediately after injury
weakness

41

と腕神経叢が確認できないという欠点がある。この

症例 2 は，軽症鞭打ち外傷の直後から右上肢のし

点 LAS では前斜角筋の切除前に腕神経叢，前およ

びれ，痛みが出現した。2 年間の保存的治療を行い

び中斜角筋の観察が可能である。一方 AAS，LAS

一旦症状は軽快した。しかし新たに軽微な頭部打撲

では前斜角筋切除単独では第一肋骨がそのまま残る

を負い，これを契機として症状の再燃・増悪をきた

ので lower trunk type や vascular TOS に対して効果

した。再度の保存的治療には効果がなかったため再

が不十分なことがある。

燃の 4 ヵ月後に LAS を行った。

全手術症例について TOS 症状の初発時および再

症例 3 は軽症鞭打ち外傷の直後に左上肢のしびれ

燃・増悪時における頭頸部外傷の関与の有無を調査

が出現した。約 2 年間保存的治療を行ったが効果は

し検討を行った。

得られず LAS を行った。
症例 4 は左乳癌手術の既往があった。クラシック

Ⅲ───────────────結

バレーを趣味としており激しい練習の後に左上肢の

果─

しびれ，痛み，脱力が出現した。安静により症状は

全 49 例のうち TOS 症状の初発時または増悪時に

一時軽快したがクラシックバレーの練習を行う度に

軽症頭頸部外傷およびこれに準ずるエピソードが確

症状は再燃・増悪をきたした。明らかな外傷の既往

認されたのは男性 1 例，女性 4 例，合計 5 例であっ

はないが激しい練習が発症の要因であったと考えら

た（Table 3）。

れる。 2 年間にわたり保存的治療を行っていたが

症例 1 は交通外傷症例である。軽症鞭打ち外傷の

徐々にその効果がなくなり LAS を行った。

直後から左上肢のしびれ，痛みが出現した。数年間

症例 5 は就業（デスクワーク）中に軽度の左肩打撲

の保存的治療の後，その効果が乏しいため LAS を

を負った。その直後から左上肢のしびれ，痛み，脱

行った。

力が出現した。3 年以上の保存的治療は効果が乏し
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えて本症例を今回の報告に含めた。

Ⅳ───────────────術中所見─
最も典型的な術中所見である症例 5 を代表的症例
として供覧する（Fig.2）
。術野の中央に腕神経叢をそ
の前後に前および中斜角筋を確認できる。このよう
Fig.2 Operative findings in case 5.

に斜角筋の切除前に腕神経叢との関係を把握できる

Brachial plexus was found between anterior and middle
scalene muscles.

のが LAS の利点の一つである。術野には外傷に伴
う血腫や瘢痕組織は認められなかった。術後に症状

SCM; Sternocleidomastoid muscle, T ; Trapezius muscle,
Dotted line; skin incision, AS ; anterior scalene muscle, BP;
brachial plexus, MS; middle scalene muscle

は消失した。
症例 3 の術中所見を Fig.3 に示す。前斜角筋をで
きる限り広範囲に切除し腕神経叢の除圧を目的とし
て剥離操作を行っていると神経叢を貫くように中斜
角筋の一部が走行していた。中斜角筋の破格と判断
し切除した。術野には外傷に伴う血腫や瘢痕組織は
認められなかった。術後に症状は軽快した。
症例 4 の術中所見を Fig.4 に示す。皮膚切開後，
皮下組織の剥離中に術野を横切る表層筋の腱を認め

Fig.3 Operative findings in case 3.

た。これまでの手術例では認めなかった非常に硬い

SCM; Sternocleidomastoid muscle, T ; Trapezius muscle,
Dotted line; skin incision, LT ; lower trunk, MS; middle
scalene muscle, BP; brachial plexus

腱であった。上肢の動きに伴って深部の腕神経叢や
鎖骨下動静脈を圧迫する可能性があると判断しこれ
を切除した。術野には外傷に伴う血腫や瘢痕組織は
認められなかった。術後に症状は消失した。

Ⅴ───────────────考

察─

文献的には頭頸部外傷が TOS の症状発現の契機
になりうると言われている 5）。我々の経験した 49
手術症例のうち 5 例において外傷の関与が強く示唆

Fig.4 Operative findings in case 4.
Arrow showed a variant tendon of superficial muscle.

された。TOS 症例は患側上肢の痛み，しびれ，脱

SCM; Sternocleidomastoid muscle, T ; Trapezius muscle,
Dotted line; skin incision

力，むくみ，めまいなど多彩な症状を呈することが
多く，日常臨床の場において鞭打ち外傷に代表され

く LAS を行った。本症例は肩の打撲が TOS 発症の

る頸椎の外傷や頭部の単純打撲と混同される恐れが

誘因であり厳密な意味では頭頸部外傷の範疇には入

ある。頭頸部外傷の診療においては，その鑑別疾患

らない。しかし，頭頸部周辺の軽微な外傷が TOS

の一つに TOS を加えるべきであると考える。
外傷性腕神経叢損傷の場合には腕神経叢周囲に血

の発症に関与する可能性があり，TOS 症例を単なる

腫や瘢痕組織を認めることがあると言われている 6）

軽症外傷と看過しないことが重要であると考え，あ
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2） 原田淳, 西嶌美知春, 堀江幸男, ほか：胸郭出口症候群
に対する手術法についての検討. 脊髄外科 16: 149154, 2002.

が，自験例の術中所見では外傷性の明らかな異常所
見を認めなかった。
外傷を契機に発症した TOS においても自験例で

3） 原田淳, 西嶌美知春, 堀恵美子, ほか：Vascular Thoracic
Outlet Syndrome の診断および外科的治療. The Mt.

は LAS による外科的治療の効果が得られており通

Fuji Workshop on CVD, Vol.21, にゅーろん社, 東京,
2003, pp39-42.

常の TOS 同様に有効な治療法であると考える。

Ⅵ───────────────結

4） 原田淳, 西嶌美知春, 栗本昌紀, ほか：胸郭出口症候群
に対する治療選択―手術方法と遠隔成績の検討から―.

語─

脳外誌 16: 121-125, 2007.
5） 廣谷速人：しびれと痛み 末梢神経絞扼障害, 金原出版,

自験例 49 例のうち 5 例に軽症頭頸部外傷が TOS

東京, 1997, pp105-121.

の症状発現に関与していると考えられた。また LAS

6） Matsuyama T, Okuchi K, Goda K, et al: Clinical
analysis of 32 cases of thoracic brachial plexus compression syndrome. 脳神経外科速報 14: 689-695, 2004.

は有効な治療法の一つであると思われた。
軽症頭頸部外傷の診療に携わる際には，TOS の存
在を常に念頭に置く必要があると考えた。
文

献

1） 原田淳, 西嶌美知春, 西村真実, ほか：頸肋切除術が有
効 で あ っ た 頸 肋 症 候 群 の １ 例 . 脳 外 誌 18: 614-618,
2009.

■ 原田 淳（厚生連高岡病院
〒 933-8555
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最重症急性硬膜下血腫に対する
救急外来緊急穿頭術の治療成績
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We have performed burr hole surgery in the emergency
room for severe acute subdural hematoma from April 2007 in
twenty five patients. All patients were deep comatose and
showed cerebral herniation sign with bilateral pupillary abnormalities. Burr hole surgeries were performed as soon as
possible after CT evaluation. Continually decomporresive
craiectomies were followed if clinical improvements were
achieved and mild baribiturate-moderate hypothermia
combined (MB-MH) therapy was induced postoperatively in
some cases. The mean average was 65.6 years (range 16 – 93).
The causes of head injuries were traffic accident in 9, fall
down in 13 and unknown in 3. The mean GCS on admission
was 4.4 (range 3 – 9). The mean time interval from arrival to
burr hole surgery was 33.5 minutes (range 21 – 50 minutes).
Decompressive craniectomy was indicated in 14 cases and
MB-MH therapy was induced in 13 cases. The overall clinical
outcome consisted of good recovery in 3, moderate disability
in 2, severe disability in 3, persistent vegetative state in 3 and
death in 14. Favorable results can be expected even in
patients with serious acute subdural hematoma. Emergent
burr hole surgery was effective to decrease intracranial pressure rapidly and to save time. So active burr hole surgery in
the emergency room is strongly recommended to all cases of
severe acute subdural hematoma.

中でも両側瞳孔異常をきたしている最重症例に対し

Ⅰ ───────────────はじめに ─

ては満足のいく治療成績を残すことができず，新た

急性硬膜下血腫（ASDH）は依然死亡率の高い重症

な治療 strategy の展開が必要であった。

脳外傷である 6,7,9,10,11,14,15,17）。我々はこれまで重症例

近年，高度救命救急センターが各地に設立され，

に対し救命率のみならず神経機能予後の改善を目指

多くの施設で救急外来での手術処置までもが可能と

し，意図的段階的減圧手術 3）や mild barbiturate –

なり，重症 ASDH に対しては積極的に穿頭術も行

moderate hypothermia 併用療法（MB-MH 療法）の導

われるようになった 12,18）。当施設においても 2007

入 4）などの様々な工夫を行ってきた。しかし，その

年 4 月から，可及的速やかに ER 外来穿頭ができる
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Table 1 Summary of clinical data in 25 patients treated with burr hole surgery in ER
Age

Sex

Site

Cause of injury

Initial
GCS

Pupills
(mm)

Light
reflex

Hematoma
(mm)

Midline shift
(mm)

GOS

76

M

Lt

Fall down

5

6.0 / 6.0

(−) / (−)

18

17

MD

80

M

Rt

Traffic accident (bike)

5

6.0 / 6.0

(−) / (−)

20

15

PVS

16

M

Rt

Traffic accident (bike)

3

7.0 / 7.0

(−) / (−)

4

0

D

74

M

Rt

Traffic accident (walk)

4

5.0 / 5.0

(−) / (−)

11

5

D

64

M

Rt

Fall down

5

6.0 / 6.0

(−) / (−)

27

20

SD

75

F

Rt

Unknown

3

6.0 / 6.0

(−) / (−)

23

21

D

88

M

Rt

Unknown

3

5.5 / 5.0

(−) / (−)

28

24

D

93

F

Rt

Fall down

5

5.0 / 4.5

(−) / (−)

22

19

GR

68

F

Lt

Traffiaccident (bicycle)

3

7.0 / 7.0

(−) / (−)

12

10

D

35

F

Lt

Traffic accident (walk)

4

6.0 / 6.0

(−) / (−)

5

0

D

88

M

Rt

Fall down

9

5.5 / 4.5

(−) / (−)

25

20

SD

82

M

Lt

Fall down

4

5.5 / 4.5

(−) / (−)

22

25

PVS

51

M

Lt

Fall down

3

5.5 / 5.5

(−) / (−)

9

7

D

17

F

Lt

Traffic accident (bicycle)

5

6.0 / 5.5

(−) / (−)

9

13

GR

80

M

Lt

Traffic accident (walk)

3

5.0 / 5.0

(−) / (−)

15

13

D

86

M

Rt

Fall down

4

6.5 / 4.5

(−) / (−)

36

29

D

75

M

Rt

Fall down

3

7.0 / 4.0

(−) / (−)

14

17

D

74

M

Lt

Traffic accident (bike)

3

5.5 / 5.5

(−) / (−)

23

18

D

82

M

Blt

Unknown

3

5.5 / 5.5

(−) / (−)

Lt 16 / Rt 10

6

D

24

M

Rt

Fall down

6

7.0 / 5.5

(−) / (−)

15

18

GR

84

M

Rt

Traffic accident (bicycle)

4

6.5 / 6.5

(−) / (−)

22

18

D

38

M

Rt

Fall down

6

6.0 / 5.0

(−) / (−)

7

8

MD

77

F

Lt

Fall down

4

5.5 / 5.5

(−) / (−)

21

18

PVS

62

M

Lt

Fall down

9

5.5 / 5.5

(−) / (−)

15

10

SD

51

M

Lt

Fall down

3

6.0 / 6.0

(−) / (−)

21

15

D

GOS : Glasgow outcome scale, GR : good recovery, MD : moderate disability, SD : severe disability, PVS : persistent vegetative state, D :
death

環境が整備され，最重症例に対しては積極的に施行

Ⅱ──────────────対象・方法─

してきた。
我々の行ってきた最重症 ASDH に対する初療室

2007 年 4 月から 2009 年 12 月までの期間に，奈

（ER 外来）緊急穿頭術の治療成績について検討を加

良県立医科大学高度救命救急センターに搬入された

え，有効症例の検証ならびに治療における問題点と

重症頭部外傷のうちに，救急搬送もしくは救命セン

限界について報告する。

ター到着後に両側の瞳孔異常を呈した ASDH 25 症
例（Table 1）。
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A

B

C

Fig.1
A : CT at admission reveals right acute subdural hematoma and severe midline shift
B : CT after burr hole surgery reveals total removal of the subdural hematoma and improvement of midline shift
C: CT on 5 days after decompressive craniectomy reveals disappearance of midline shift and hypodensity in the right occipital lobe compatible with ischemic damage on posterior cerebral artery

当院における穿頭術にいたる治療の流れは，救急

穿頭術にて意識レベルが回復した症例や瞳孔所見

隊から交通事故や転落外傷などによる重症頭部外傷

の改善を認めた症例を中心に，手術場へ搬送し減圧

の可能性のある患者搬送が救命救急センター当番医

開頭術を追加施行した。術後管理には積極的に MB-

へ連絡が入ると，脳神経外科穿頭治療チームへのコ

MH 療法を導入し，脳保護療法を行った。

ンサルトがなされ，初期治療（primary survey）なら

なお，対象とした症例の中には，硬膜下血腫を認

びに CT 撮影時に立ち会い減圧が緊急に必要と判断

めるものの，diffuse brain swelling が病態の主体で

された症例に対し速やかに ER 外来で穿頭術がなさ

あったものも含まれる。

れる。硬膜下腔の血腫を可及的に取り除くのである
が，狭い術野での操作であり剥離子で慎重に脳表を

Ⅲ───────────────結

push down させ各方向へ吸引管を挿入し血腫を除去

果─

している。同時に，硬膜下腔や脳実質にマイクロ頭

平均年齢 65.6 歳（18〜93 歳）で，75 歳以上の高齢

蓋内圧センサー（Codman 社製）を留置し手術終了と

者が 13 例存在していた。男／女は 19／6 と圧倒的に

している。

男性が多く，受傷機転は交通事故 9 例，転落・転倒
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A

B

C

Fig.2
A : CT at admission reveals left acute subdural hematoma and severe midline shift
B : CT after burr hole surgery reveals almost total removal of the subdural hematoma and improvement of midline shift
C: CT on 5 days after decompressive craniectomy reveals disappearance of midline shift and small contusional hemorrhage
in the left frontal lobe

13 例，不明 3 例であった。

も 3 例存在した。救命救急センター到着から穿頭術

来院時 GCS は 4.4（3〜9）となっており，搬送時

までの時間は平均 33.5 分（21〜50 分）であり，外傷初

既に GCS 3 が 10 例存在していた。CT における硬

療時に primary survey による評価ならびに治療を

膜下血腫の厚みは平均 18.3 mm（4〜36 mm）
，正中

的確に施行しており，穿頭までに時間を要した症例

構造偏位は平均 14.6 mm（0〜29 mm）であった。持

も存在していた。広範囲減圧開頭術は 14 例（56 %）に

続的に計測が可能であった症例での ICP の平均は

施行し，MB-MH 療法は 13 例（52 %）に導入した。受

45.3 mmHg（18〜110 mmHg）となった。

傷 6 ヵ月後の転帰は，good recovery
（GR）
：3 例，mild

受傷機転不明例が 3 例存在しているために，受傷

disabled（MD）
：2 例，severe disabled（SD）
：3 例，per-

からではなく救急隊現着から穿頭までの時間を検討

sistent vegetative state（PVS）
：3 例，dead（D）
：14 例と

すると平均 90.6 分（45〜183 分）となっており，当初

なった。

二次救急病院へ搬送の後に当院へ転送となった症例
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A

B

Fig.3
A : CT at admission reveals right acute subdural hematoma and severe midline shift
B : CT after burr hole surgery reveals partial removal of the subdural hematoma and generalized hypodensity in the right
hemisphere compatible with global ischemia

れ受傷する。救急隊到着時には会話が可能な意識レ

Ⅳ───────────────代表症例─

ベルであったが搬送中に全身痙攣を生じ意識が減衰

症例 1：24 歳，男性

した。当院へ搬送時には GCS 5，CT 撮影中から両

某大学グランドでラグビーの試合中に，タックル

側瞳孔が散大し，血腫の存在を確認した後（Fig.2-A）

を受け頭部を強打する。脳震盪を生じベンチで休憩

に至急 ER 外来で穿頭を施行。穿頭にて血腫は概ね

していたところ，突然嘔吐し意識を消失した。

除去されており（Fig.2-B）
，呼びかけに対し開眼する

当院救命救急センター搬送時には GCS 6，右瞳孔

までの改善を認めた。手術室にて減圧開頭術を施行

不同の状態であったが，CT 撮影後には両側瞳孔が

し，術後 MB-MH 療法を 5 日間施行。左前頭葉に

散大し GCS 3 へと悪化した。CT にて右 ASDH を

挫傷性血腫が出現したが（Fig.2-C）
，高次脳機能障害

認め（Fig.1-A）
，ER 外来にて緊急穿頭術を施行。血

なども合併することなく復学し，その後に大学受験

腫は十分に除去され（Fig.1-B）
，左瞳孔所見の改善を

に合格している。

認めたが，意識レベルの改善が得られないため手術
症例 3：74 歳，女性

室にて減圧開頭術を施行した。術後 MB-MH 療法を

5 日間継続，CT にて右後大脳動脈領域に低吸収域

早朝，自宅前で倒れているところを発見。受傷機
転は不明であるが，交通外傷が強く疑われた。

が生じているが（Fig.1-C）
，神経学的脱落症状無く社

当院救命救急センター搬送時には GCS 3 で両側

会復帰している。

瞳孔は既に散大固定していた。CT にて右 ASDH を
症例 2：17 歳，女性

確認後（Fig.3-A）
，速やかに ER 外来で穿頭による血

自転車にて通学途中にワンボックスカーにはねら

腫除去を施行した。血腫はかなり取り除くことが可
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能であったが，既に広範囲に脳虚血が生じており

る治療が遂行される。症例を重ねるにつれて，連

（Fig.3-B）
，また循環動態も不安定で MB-MH 療法を

絡・連携もスムーズに行われ，パラメディカルのス

加えることができず，受傷 3 日目に死亡退院となっ

タッフの協力もあり，外来穿頭はルーチンの救命救

た。

急処置として施行が可能となっている。
本シリーズの対象は全例が両側瞳孔異常をきたし

Ⅴ───────────────考

た症例であり，穿頭術前には両側瞳孔が散大固定し

察─

ていた症例も少なからず存在していた。その中で一
例でも救命が可能であれば，外来穿頭術の意義が

従来，両側瞳孔異常をきたしている ASDH の治
療成績は極めて不良であった

6,10,15）。搬 送 時 に

あったと判断しても良いとも考えられるが，本治療

primary brain injury と し て 広 範 な 脳 挫 傷 や 脳 幹 損

が奏功した転帰良好群の背景について検討する。
先ず最も重要な要因として，緊急外来穿頭を行っ

傷，重度のびまん性軸索損傷を生じている場合に
は，いかなる治療を施行しても限界がある。しかし，

た直後の clinical sign の改善の有無である。全 25 症

その一方で，早期に頭蓋内圧の減圧を図ることによ

例のうちで緊急外来穿頭直後に意識レベルが上昇，

り，secondary brain injury としての脳腫脹や脳虚血

もしくは瞳孔所見の改善した症例は 10 例存在して

を最小限に抑えることにより，重症例であっても救

いた。深昏睡の状態から穿頭直後には従命動作が可

命が可能な症例の存在も稀ながら存在する

能になるまで急速に意識レベルが回復した症例も 3

3,4,13,16）
。

最も効果的な減圧処置は，緊急手術にて大開頭に

例存在していた。これら 10 例は全例で両側瞳孔散

よる血腫除去ならびに外減圧術を行うことである

大状態から，穿頭術後に片側もしくは両側の瞳孔所

が 1），搬送後即座に手術室へ移しての外科治療が 24

見の改善を得ており，最終的に全例が救命は可能で

時間随時可能なわけではない。これは，予定症例で

あった。その一方で，穿頭直後に瞳孔所見の改善が

飽和状態となっている手術室の状況や，麻酔医の配

全く得られなかった残り 15 例では，救命が可能な

置など病院の構造的な問題が緊急開頭術を計画する

症 例 は わ ず か 1 例 の み で あ り ，残 り の 14 症 例 は

上での大きな問題として立ちふさがる。当院では，

dead の転帰となっている。

高度救命救急センターを併設しており，重症頭部外

また，搬送直後の GCS について検討すると，搬

傷例に関しては，各部門の協力を得ながら手術依頼

送時の GCS が 3 の最重症例 10 例は全例が dead の

からおおよそ 30 分以内には入室が可能な準備が整

転帰となっており，外来緊急穿頭の積極導入にても

うようになっている。しかし，切迫脳ヘルニア状態

治療限界があった。一方，搬送時 GCS 6 以上の状

にある最重症例では，治療までの time loss がたと

態から急速に深昏睡まで悪化した 5 症例は，全例が

え数分であっても，患者死亡や不可逆的な広範な脳

救命可能であり 3 例は MD 以上の転帰が得られてい

のダメージを惹起する危険性がある。よって我々

る。従来，いわゆる talk and deteriorate や talk and

は，救命救急センターの初療室（ER 外来）の設備を

die と呼ばれる臨床経過をとる症例に対し，我々の

整える事により，2007 年 4 月から救急搬送された患

治療 strategy が大きく予後改善させる可能性がある

者に随時穿頭術を ER 外来で施行することが可能と

と確信している。
次に，受傷機転に関して検討を加えると，交通事

なった。
当センターへ搬送された後から穿頭術までに要す

故 9 症例の転帰は GR：1，PVS：1，D：7 例と非常

る時間は平均 33.5 分であった。これは外傷初期治療

に不良な結果となっており，受傷機転不明 3 例も治

の primary survey を適切に行った後に，切迫する

療開始の遅れが影響し全例 dead の結果となった。一

death を回避すべく可及的速やかに穿頭チームによ

方，転落・転倒が受傷機転であった 13 例の転帰は，
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Table 2 Clinical profiles between good and poor outcomes
GR : 3 MD : 2 SD : 3

PVS : 3 D : 14

Age

57.8（17 〜 93）

69.3（16 〜 88）

Sex

M／F 6／2

M ／ F 13 ／ 4

TA : 1 ／ FD : 7 ／ UK : 0

TA : 8 ／ FD : 6 ／ UK : 3

6.4（5 〜 9）

3.5（3 〜 5）

Hematoma（mm）

17.3（7 〜 27）

17.8（4 〜 36）

Midline shift（mm）

15.6（8 〜 20）

14.2（0 〜 29）

Recovery after burr hole surgery *

8 ／ 8（100 %）

2 ／ 17（12%）

Time to trepanation（min）

76.6（45 〜 104）

97.2（65 〜 183）

Decompressive craniotomy *

6 ／ 8（75 %，HITT : 2）

8 ／ 17（47 %）

Barbiturate & Hypothermia therapy*

6 ／ 8（75 %，HITT : 2）

7 ／ 17（41 %）

Cause of injury *
initial GCS *

GR : good recovery, MD : moderate disability, SD : severe disability, PVS : persistent vegetative state, D : death
TA: traffic accident, FD : fall down injury, UK : unknown cause
HITT : hematoma irrigation with trephination therapy
* : There is a significant difference (P<0.05)

GR：2，MD：2，SD：3，PVS：2，D：4 となってお

の clinical sign の改善，減圧開頭術の追加施行の有

り，緊急穿頭術が予後改善に寄与している可能性が

無，術後の MB-MH 療法の有無が両群間で有意差を

示唆された。我々のシリーズでは，高エネルギー外

認めた。

傷による交通外傷例では全身のダメージも重篤であ

この中で有意差は認めなかったが，実際の治療過

り，外来穿頭術中や術直後にショック状態に陥った

程で年齢の要素がやはり重要であり，75 歳を超える

り，穿頭術創部から出血が収まらなかったりする症

症例では減圧開頭や MB-MH 療法の適応を慎重とせ

例も少なからず存在し，不慮の転帰となった。

ざるを得ない場合も多く，外傷性ショックのためバ

転帰が GR，MD，SD を良好群，PVS，D を不良

イタルサインが不安定で減圧開頭そのものが不可能

群 と し て ，両 群 間 の 各 要 因 を 比 較 検 討 し て み た

であった症例も存在していた。

（Table 2）
。本シリーズの転帰 SD 3 症例は日常生活

我々のシリーズからの結論は，穿頭術のみによる

に介助が必要な状態であるが，意思疎通が十分可能

血 腫 除 去 で は 十 分 で な く ，考 え 得 る 全 て の 治 療

な状態まで回復しており，今回の検討では良好群に

modality を適切かつ有効に施行して初めて救命率の

加えることにした。両群では性差，硬膜下血腫量，

向上と，特に若年症例では full recovery まで達成さ

正中構造偏位の程度には有意差は認められなかっ

れるものと推察する。

た。年齢は良好群でやや低く，救急隊現着から穿頭

減圧開頭術を施行せずに転帰が良好となった超高

術までの時間も良好群で短い傾向があったが，有意

齢者の症例が 2 例存在する。これらは何れもが，も

差は認められなかった。受傷から穿頭術までの時間

ともと慢性硬膜下血腫もしくは水腫が生じていたと

が短 ければ短いほど転帰を改善させると推察する

ころに，急性の血腫が混じて状態が悪化した症例で

が，今回の検討では症例数が十分でなく，また受傷

あり，穿頭のみならず HITT 2）による可及的な血腫

機転不明例の存在もあり統計学的有意差は認めな

除 去 を 試 み た 症 例 で あ り ，こ の よ う な 症 例 に は

かった。

HITT のみにて十分な効果があると考える。
救急外来における緊急穿頭術の治療成績について

その一方で，受傷機転，搬送時 GCS，穿頭術後
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の本邦からの報告をみると，小沼ら 12）は，7 例に対

の段階的な減圧とも考えられ，早急に減圧するとい

し緊急穿頭術を施行し，術前両側瞳孔散大 4 例，一

う以外の点においても，理にかなった処置と考える。

側散大 3 例の重症例であったにもかかわらず，転帰

ただし注意しなければならないのは，いったん止

が GR 5 例，MD 1 例，D 1 例であったとし，穿頭

血が達成されていた出血点が，ER 外来穿頭によっ

術のみでも十分な血腫除去効果が得られる場合があ

て再度激しく出血が生じて来ないかという危惧はあ

り，たとえ血腫除去が十分でなくとも impending

る。特に，高齢者に多い pure cortical arterial injury

herniation から脱却させ，さらによい意識状態で開

による ASDH の場合は 5），hematoma 直下に出血ポ

頭血腫除去を可能にすることができるとした。

イントが存在している可能性もあるので，外来穿頭

18）の報告で

による処置がかえって出血を助長し，止血困難にな

は，適応は ASDH が主体で，GCS が 10 以下もし

る事態が予想される。よって我々の施設では，原則

くは midline shit が 10 mm 以上であった症例 52 症

は外来穿頭術施行後には速やかに手術場での開頭術

例に対して ER 外来穿頭術を施行し，転帰は GR 6

が可能なように準備をしており，このような万全な

例，MD 4 例，SD 4 例，PVS 4 例，D 32 例であっ

体制を整え ER 外来での救命救急処置に臨むのが望

たとしている。対象の平均年齢が 52.6 歳と比較的若

ましいと考える。

また，より大きなシリーズの吉田ら

かったことと，穿頭術による減圧で実に 69.2 %の症

当院の救命救急センターは奈良県の中部に位置

例で意識レベルや瞳孔所見改善が得られていたこと

し，中南和地域の広範なエリアをカバーしなければ

が，我々のシリーズの治療成績よりも良好な結果で

ならない。よって，都市部に位置する救命救急セン

あったと推察される。

ターとの決定的な違いは，患者の年齢構成もさるこ

本シリーズでは対象を原則として，両側瞳孔異常

とながら，搬送までの時間である。受傷から手術ま

を来した症例にのみ外来穿頭術を施行してきたが，

での時間と転帰に関しては，重篤な脳幹症状を認め

今後の課題として適応をさらに拡大し，瞳孔不同を

た昏睡例では functional recovery が得られたものは

呈している場合や GCS 8 以下の重症頭部外傷例に

受傷から手術までの時間が 2.5 時間以内であったと

は積極的に外来穿頭を行う計画である。症例を重ね

する報告 15）や，昏睡から手術までの時間が 2 時間を

るにつれ，外来処置室でも安全に穿頭術が可能と

超えると死亡率が 32 %から 80 %に悪化したという

なっており，最近では重症脳出血・脳室内出血に合

報告 8）がある。患者搬送までの時間をいかに短縮す

併した急性水頭症に対しても外来穿頭にて脳室ドレ

るかに関しては，今後はドクターヘリの導入やドク

ナージカテーテルを留置している。

ターカーのより積極運用などで今後解決していく方

また本シリーズにも 2 例存在していたが，diffuse

向にある。

brain injury による swelling が主体で硬膜下血腫量
が少量であった症例に対しても ICP センサーを留置

Ⅵ ───────────────ま と め─

する目的もあり，今後とも積極的に外来穿頭を行う

両側瞳孔異常を呈する最重症急性硬膜下出血に

予定である。
以前より我々は，脳腫脹が著しく midline shift が

対する ER 外来穿頭術の治療成績について報告し

高度な ASDH に対する外科的減圧の際には，広範

た。可及的速やかに脳ヘルニア状態を改善させる

囲開頭血腫除去による急激な減圧が angry brain を

た め に は ，最 も 有 効 な 手 法 と 考 え ら れ た 。受 傷

惹起し，さらなる脳損傷を生じるリスクがあるとし

6 ヵ月後の転帰は，good recovery（GR）
：3 例，mild

て，段階的な減圧術の有用性について報告してき

disabled（MD）：2 例，severe disabled（SD）：3 例，

た 3）。ER 外来穿頭による血腫除去は，いわば一種

persistent vegetative state（PVS）
：3 例，dead（D）
：14
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ゴルフカートから転落して
受傷した頭部外傷の 2 症例

Two head injury cases thrown from a golf cart
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Golf is a popular sports activity which people of all ages can
enjoy. Use of Golf cart for moving around golf course is
commonly. However power of golf cart is stronger than most
people think, its driving is at potential risk. Injury accident
due to its driving error occurs in Japanese men's golf tour is
still fresh in our mind. Recently we experienced two cases
having golf cart related head injury.
Case 1 was thrown out of passenger seat of golf cart and was
hit hard on head and face in foreign golf course. She was
transferred to our hospital to receive medical treatment and
was diagnosed as cerebral contusion on bilatelal frontal lobe.
Case 2 was also thrown out of passenger seat of golf cart and
was hit hard on occipital and temporal. Because of progressing consciousness disturbance, He was transported to our
hospital by ambulance helicopter. His conscious level score
was III-200 using Japan coma scale, 6 using Glasgow coma
scale. His CT scan presented severe bilateral frontal contusion
and left acute subdural hematoma. In spite of emergency
operation, he became persistent vesitative state unfortunately.
The number of golf cart related head injury is little, but it
caused severe head injury required neurosurgical management
in some cases. At this point safety standards for golf cart in
our country is not established. Preventing miserable accident,
it is necessary to establish safety system including equipment
of seatbelt and widespread of high-security golf cart.
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ゴルフは比較的体力を要せずに行えるため，中高年

Ⅰ ───────────────はじめに ─

にもプレイ可能であり，その競技人口も安定してい
る。最近はゴルフ場内の移動に際し，ゴルフカート

ゴルフは娯楽スポーツとして広く普及しており，
そ の 競 技 人 口 は 減 少 傾 向 に あ る も の の 950 万 人

を用いることが通常となってきているが，その使用

（2009 年）と言われている 5）。娯楽スポーツとしての

頻度の増加に伴いカートに起因する事故も増加傾向
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Fig.1
Left : Preoperative axial CT scan showed contusional hematoma in the left frontal cortex and left acute subdural hematoma.
Mid : Postoperative axial CT scan (1 day after).
Right: Postoperative axial CT scan (1 month after).

にある。昨年暮れに日本のプロゴルフツアーにおい

の助手席に乗っていた際に側方に転倒し，側頭部お

てゴルフカートのハンドル操作の誤りによりテレビ

よび後頭部を強打し，受傷後意識障害を呈したため

クルーの運転するカートが見物客をはねる傷害事故

ドクターヘリにて当院へ救急搬送となった。来院時

が起こるなどその動力は我々が考えている以上に強

の意識レベルは JCSII-10 であったが，来院 1 時間

力であり，危険を伴う。今回我々はゴルフカートか

後には JCSIII-100，GCSE1V1M4 まで低下し，瞳孔

ら転落した頭部外傷 2 症例を経験したため，これを

不同が出現した。手術直前に施行した頭部 CT では

報告する。

著明な両側前頭葉の脳挫傷，左急性硬膜下血腫，脳
ヘルニアを呈していた（Fig.1）。緊急に減圧開頭術を
施行するも vesitative state にて転院となった。

Ⅱ───────────────症例提示─

症例 2
症例 1

53 歳，女性。ロタ島にてゴルフカートの助手席か

73 歳，男性。既往歴に脳梗塞の既往があり，抗血

ら側方へ転倒し，後頭部・顔面を強打し，受傷し

小板剤を内服中であった。直進に進んでいるカート

た。現地病院の頭部 CT にて脳挫傷を認め，帰国後
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Fig.2 MR imaging showed cerebral contusion in bilateral frontal lobe.
Left: FLAIR image axial view. Right: T2 weighted image sagittal view.

当院へ入院となる。来院時の意識は清明，内耳震盪

カートの公道での使用が一部可能といった文化の違

に起因すると考えられる頭位変換に伴う回転性めま

いがあるため，本邦にはあてはまらないかもしれな

いの訴えを認めるものの他覚的に神経学的異常を認

いが，参考データとして後述する。発生頻度として

めず。当院で施行した頭部 MRI では両側前頭葉下

は人口 10 万人につき 4.14 人とされ，年齢による発

側に脳挫傷を呈していた（Fig.2）
。

生比率は 80 代以上が最も多く，次いで 70 代，10 代
と続いており，老年，若年においてその比率が高く

Ⅲ───────────────考

なっている。受傷部位として最も頻度が高いのが下

察─

肢・臀部，次いで肩・上肢，頭頸部，体幹の順と

症例 1 は後頭部に強い皮下血腫・骨折，顔面挫傷

なっている。ゴルフ外傷全体での頭部外傷の内訳と

を呈しており，受傷機転としてはゴルフカート助手

してはゴルフボール，ゴルフクラブでの外傷を反映

席より側方へ倒れ，後頭部を強打後横方向の回転，

してか頭蓋陥没骨折，急性硬膜外血腫，外傷性脳出

回転加速度による shearing injury を呈したものと考

血，急性硬膜下血腫の順となっているが，ゴルフ

えられた。抗血小板剤の内服も不幸な転帰に拍車を

カートに限っていえば脳震盪，急性硬膜下血腫，外

かけた。症例 2 も後頭部に強い皮下血腫・左側頭骨

傷性脳出血の順となっている 1,4）。ゴルフ外傷全体

骨折を呈しており，ゴルフカートより側方へ転倒

では脳神経外科的ケアを必要とした小児スポーツ外

し，左側頭部を強打，その後に後頭部も強打し coup

傷の 9.1 %〜 32 %と小児のスポーツ外傷の内の大き

injury に加え回転加速度による shearing injury を呈

なウェイトを占めている 3）。
各メーカーによって一部異なるがゴルフカートの

したものと考えられた。
海外のゴルフカート外傷に関する報告が大規模な

速度上限が 19〜 24 km/hr とされている。下り坂で

デ ー タ ベ ー ス を 元 に 報 告 さ れ て い る 1,4）。ゴ ル フ

24 km 以上になると走行が不安定になり，不用意な
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ブレーキで容易にスリップ，横転するとされ注意を

内服も関与も疑われる。その点で特に高齢のゴル

要する。その対策として最近は下り坂のスピード制

ファーは特にカート乗車時に注意が必要と考えられ

御機能付きカートが開発されている。整備の問題と

る。今後，プレーヤー，特に助手席側に乗車した人

しては前輪ブレーキの不備が挙げられる。今回の

の注意，安全性の高いゴルフカートの普及などの全

我々の 2 報告においてはいずれも助手席より側方へ

国的に統一した安全管理規則の確立が必要となる。

投げ出されている。過去の報告でも運転席や他の席

文

よりも助手席での外傷が多いと報告されている 2）。

献

1） McGwin G Jr, Zoghby JT, Griffin R, et al: Incidence
of golf cart-related injury in the United States. J
Trauma 64: 1562-1566, 2008.

今回の 2 症例ともにアルコールの摂取は無く，身体
の保持を妨げる内因性の要因は認めていない。転落

2） Passaro KT, Cole TB, Morris PD, et al: Golf cart
related injuries in a North Carolina island community, 1992–4.

の要因としてはカートによる急激な方向転換，起伏
や蛇行の多いカート道路，手にクラブなどを持った
際の身体バランスの不安定などが挙げられる。カー

3） Rahimi SY, Singh H, Yeh DJ, et al: Golf-associated
head injury in the pediatric population: a common
sports injury. J Neurosurg 102
（2 Suppl）
: 163-166, 2005.

トの装備に関する予防策としてはシートベルトを着
用していれば防げていたかもしれないが現在生産さ

4） Watson DS, Mehan TJ , Smith GA, et al: Golf cart-

れているゴルフカートはシートベルト装備義務が無

related injuries in the U.S. Am J Prev Med 35: 55-59,

く，その殆どにシートベルトが装備されていない。

2008.
5） 山 田 紘 祥 ：レ ジ ャ ー ト レ ン ド チ ェ ッ ク 拡 大 版 . レ

ゴルフカートに関係する脳神経外科処置を必要とす

ジャー白書 2009 を読む. 月刊ゴルフマネジメント 315:
30-33, 2009.

る頭部外傷は決して多いものではないが，今回の症
例 1 のように不幸にも重症頭部外傷に至る症例も存
在する。今回の症例 1 と症例 2 の転帰の違いとして
は，受傷時のカートのスピードやエネルギーも関係

■ 鈴木 雅規（日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科）

するであろうが，年齢差による転落した際のボディ

〒 270-1694

バランスの違いによる頭部への影響，抗血小板剤の
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軽微な頭部外傷が
硬膜動静脈瘻の破裂に関与した
急性硬膜下血腫の 1 例

Acute subdural hematoma caused by
ruptured arteriovenous fistula
following traumatic head injury
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Recently we treated an unusual case of acute subdural
hematoma (ASDH) caused by ruptured dural arteriovenous
fistula (dural AVF) immediately following traumatic head
injury. A 21-year-old male presented headache and tinnitus
after bumping into another player in a basketball game, and
falling to the floor. Upon admission his consciousness was alert
and no neurological deficit was apparent. CT scan revealed
ASDH in the left convexity without any parenchymal lesion.
Since the circumstances of the incident of head trauma seemed
too minor to cause ASDH, digital subtraction angiography
(DSA) was subsequently performed. DSA revealed a small
aneurismal sac in the left convexity. The sac was fed by the
left middle meningeal artery and the right occipital artery
suggested dural AVF. Subsequently craniotomy was performed
to extirpate the vascular anomaly to prevent recurrent hemorrhage. During the operation a small vascular assembly on the
inner surface of the convexity dura matter was discovered.
This lesion was adhering tightly to the thickened arachnoid,
and was totally resected with surrounding normal dura mater.
Pathological examination revealed broken internal elastic
lamina, groups of abnormal vessels, and older hemorrhagic
scar tissue. All of these are compatible findings to dural AVF
and its rupture. Post-operative angiography confirmed complete absence of dural AVF.
Although some vascular anomalies such as cerebral aneurysm,
middle meningeal artery aneurysm, or cerebral AVM are
known to lead to ASDH, dural AVF as a cause of ASDH is
extremely rare, with only a few reported cases.
It is not clear why the dural AVF ruptured after minor
traumatic head injury, but it is suggested that shearing strain
may damage the adhesion between the dural AVF and arachnoid, or that increase of venous pressure at the instance of
traumatic incident may result in rupture of the dural AVF.
Cerebral angiography is mandatory in the patient presenting
unexplained ASDH.
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Ⅰ ───────────────はじめに ─
急性硬膜下血腫（ASDH）は頭部外傷後に発症する
ことが大半だが，動脈瘤や硬膜動静脈瘻（dural AVF）
などの血管病変からの出血，腫瘍出血，血液凝固異常
に伴う出血などが原因となることもある。我々は円
蓋部硬膜動静脈瘻に急性硬膜下血腫が合併し，その
出血機序として軽微な頭部外傷が関与したと考えら

Fig.1 CT on admission demonstrated acute subdural
hematoma on the left side.

れる一例を経験した。一般に硬膜動静脈瘻は横，S
状静脈洞部，海綿静脈洞に発生することが多く，発症
様式は頭蓋内圧亢進症状や雑音，くも膜下出血が多
いとされている 1,7,14,16,18,21,25,27）。円蓋部での発生例は
少なく，さらに ASDH による発症となると，文献上
散見されるにすぎない 9,11）。本症例の発症様式は極
めて稀と考えられたため文献的考察を加え報告する。

Ⅱ───────────────症
〈患
主

例─

Fig.2 Preoperative left external carotid angiography.
White arrow indicates dural AVF, black arrow indicates left
middle menigeal artery as a feeder.

者〉 21 歳，男性
訴：頭痛

既往歴：特記すべきことはなく，また過去に頭部
外傷の既往もない。
現病歴： 2009 年 10 月 24 日バスケットボールの
試合中に他の選手と激しくぶつかり転倒，肩から床
に落ちた。この際頭部は床に直接ぶつけておらず，
意識消失もなかった。転倒直後から耳鳴りを伴う激
しい頭痛を自覚したため救急搬送となった。

Fig.3 Preoperative right external carotid angiography.

来院時所見：意識清明で神経学的脱落症状を認め

Black arrow indicates right occipital artery as a feeder.
White arrow indicates the dural AVF.

ず。頭部を含め明らかな外表損傷も認めなかった。
血液所見：血算，生化学，凝固機能に異常なし。
神経放射線学的所見：頭部 CT にて左円蓋部硬膜

脳血管撮影所見：上矢状洞に近接した左円蓋部

下に厚さ約 1.5 cm の ASDH と軽度の正中偏移を認

に，左外頸動脈撮影にて左中硬膜動脈から流入する

めた（Fig.1）
。

動脈瘤様の病変を認めた（Fig.2）
。同病変は右外頸動

入院後も神経学的症状に変化はなく，その後行っ

脈撮影でも右後頭動脈からの流入を認めた（Fig.3）
。

た頭部 MRI でも，脳挫傷などの脳実質病変を認め

脳実質動脈からの流入は認めず，また明らかな導出

なかった。軽微な頭部外傷であり非外傷性 ASDH

静脈も認めなかった。動脈瘤様の病変に複数の外頸

も念頭におき，脳血管病変の関与を調べる目的で入

動脈系血管からの血液流入を認めることから，一部

院から 4 日目に脳血管撮影を行った。

血栓化した dural AVF と考えられた。
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Fig.4 Photo at the operation.
Left: The circle indicates a small blister like lesion on the
convexity dura mater. Right : Closed arrow indicates abnormal vascular assembly adhering to the thickened arachnoid (＊). SSS indicates superior sagittal sinus.

手術所見：再出血の予防のため，入院から 20 日
目に開頭，硬膜血管病変の摘出術を行った。正中を
越える左前頭，頭頂開頭を行った。骨弁を翻転する
と，上矢状静脈洞近傍の硬膜外側面に約 5 mm 程度
の赤色で血豆様の膨隆と，この膨隆に流入する左中
硬膜動脈の枝が確認された。上矢状静脈洞部を基部
とする U 字形の硬膜切開で硬膜を翻転すると病変付
近の脳表のくも膜は肥厚し変色しており，硬膜内側

Fig.5 and Fig.6 Photo microgram of the pathology (HE
stain, original magnification ×40; Fig.5, ×100; Fig.6).

面と強く癒着していた（Fig.4）
。この癒着した部分が
出血源と考えられたため，慎重に剥離を進めると硬

Abnormal vascular assembly facing to the brain surface
was noted; Fig.5.

膜内側面に異常血管の集蔟が認められ，さらに硬膜

Granulation tissue with endothelial proliferation within
the lumen of the vessels indicates old hemorrhage; Fig.6,
arrow.

上を上矢状静脈洞に向かう draining vein を認めた。
脳表の皮質静脈の関与はなく，硬膜に限局した病変
と考えられた。病変部の硬膜を周囲の正常硬膜と一

動静脈奇形，硬膜動静脈瘻などの血管病変からの出

塊にして摘出した。
病理所見： HE 染色では硬膜脳表側に大小の異常

血や腫瘍出血，凝固機能異常を伴う血液疾患や抗凝

血管の集族巣があり，出血も認められた（Fig.5）
。ま

固剤使用時の合併症など，非外傷性の要因も知られ

た一部の異常血管の内腔には器質化した血栓が認め

て い る 3,4,8,9,11,15,19）。そ の う ち 血 管 病 変 の 破 綻 か ら

られ，再疎通像も伴っていた（Fig.6）
。以上の所見か

ASDH に至るものとして脳動脈瘤の破裂が最も多い

ら出血を伴う硬膜動静脈瘻と診断した。

とされる 8）。通常，破裂脳動脈瘤による ASDH 例

〔手術後経過〕手術後の経過は良好で，手術から 8

では画像上クモ膜下出血や脳出血を伴うため診断に

日目で神経脱落症状なく，自宅退院となった。

至るまでは容易であるが，勝野ら 5）や Koerbel ら 8）
の報告のようにそれらの出血を伴わない純粋な

Ⅲ───────────────考

ASDH 例も稀ながら存在する。また中硬膜動脈瘤の

察─

破裂 13）や，皮質動脈の特発性の破綻 10）でも純粋な

ASDH の原因として頭部外傷以外に，動脈瘤や脳

ASDH をきたす症例が報告されており，前者は発症
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に外傷との関連が認められないため，脳血管撮影が

較的新しい出血と，異常血管内に再疎通を伴う器質

行われ確定診断された。同様に後者も外傷との関与

化した古い血栓が認められた。発症から 20 日目の

が認められず，脳血管撮影が行われた。しかし出血

摘出標本であることから，今回の出血以前の古い血

の原因となるような所見は得られず，その後に施行

栓が混在するものと考えられ，先天的もしくは今回

された緊急開頭血腫除去術の際に皮質動脈から噴水

の発症以前に存在した dural AVF が，外傷により破

状の出血を認めたことで診断に至っている。このよ

綻して ASDH をきたしたと診断した。
頭部外傷の後に外傷性脳動脈瘤を形成した場合，

うに ASDH をきたす血管病変の原因は一様でなく，
治療を考える上で診断には注意が必要である。今回

後にクモ膜下出血をきたし得ることはよく知られて

我々の症例では，入院後 4 日目に脳血管撮影が行わ

いるが 6,22），既存の脳血管病変が外傷にともない破

れた結果，硬膜血管異常を認め，後に手術による摘

綻したとする報告例について文献上の報告は極めて

出標本から dural AVF からの出血と診断された。外

少ない。Sahjpaul ら 23）はホッケーのパックが乳突

傷が軽微であることや，CT 上で明らかな脳挫傷を

部に当たって転倒し，間もなくクモ膜下出血 によっ

認めない点など当初から非外傷性 ASDH も念頭に

て死亡した一症例を報告した。剖検の結果，破裂し

入れるべきと考えられ，仮に急変時の対応を考える

た嚢状椎骨動脈瘤が発見されたが，動脈瘤が硬膜と

と入院時に脳血管撮影を行うべきであったと強く反

接していたこと，動脈瘤前後には血管の損傷や動脈

省させられた。

解離がないことなどから，高速で飛んできたパック

Dural AVF と 硬 膜 動 静 脈 奇 形 （ dural AVM）の

の衝突よる衝撃で動脈瘤破裂が起こり致死的なクモ

terminology については，病理学的に nidus の証明

膜下出血に至ったのであろうと推察している。我々

されないものも dural AVM とした報告が多く 7,17），

の症例では外傷が dural AVF の破綻にどのように関

現在では過去に dural AVM としたものを dural AVF

与したかは不明ではあるが，dural AVF と脳表の癒

と 統 一 し て 報 告 す る こ と が 多 い 。頭 蓋 内 dural

着が転倒した際の shear strain によって損傷し出血

AVF／AVM は，その多くが S 状静脈洞，横静脈洞，

に至った，もしくは瞬間的な怒責による静脈圧の上

海綿静脈洞に発生し，本症例のように円蓋部に発生

昇により dural AVF が破綻し出血に至った，などの

するものは約 8 %と少ない 1,12,14,16,18,21,25,26,27）。dural

可能性が推察される。クモ膜嚢胞や，抗凝固療法，

AVF の発症様式として Lasjaunias ら 14）の 191 例の

血液疾患に伴う凝固異常を有する場合，比較的軽微

報告によると雑音や頭痛による発症が多く，くも膜

な頭部外傷によっても致死的な ASDH をきたしう

下出血などの頭蓋内出血は約 21 %であった。詳細が

ることが知られているが 20,24），いずれも発症時の

明らかな 21 例中，ASDH での発症は 5 例に認めら

CT や血液所見での診断は可能である。我々の症例

れ，円蓋部 dural AVF に限ると ASDH による発症は

のように基礎疾患として血管病変を有する症例も存

2 例であった

dural AVF で ASDH

在する可能性があるため，軽微な外傷を契機とする

を生じるものは報告例が極めて少ないものの，非外

ASDH においては脳血管異常の存在も疑い，脳血管

傷性 ASDH の原因として考慮に入れるべきと思わ

撮影などの検索を考慮する必要があると思われた。

9,11）
。このように

dural AVF の治療については超選択的な塞栓術が

れた。

dural AVF の成因については先天性の場合と，外

選択されることが多く，良好な成績が報告されてい

傷や手術，感染，静脈洞閉塞に伴い後天的に形成さ

る 1,27）。しかし流入血管が多岐にわたる場合には不

れるものとがあるとされている 2,16）。我々の症例で

完全な塞栓となったり，一時的には病巣が消失して

は過去に外傷の既往はなく，また血管撮影上，静脈

も再発する例も報告されている 21）。小林ら 7）は，カ

洞閉塞などの異常は認めなかった。病理学的には比

ニュレーション不成功のため開頭摘出術を行った非
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感染性硬膜下血腫の 1 乳児例

An infantile case of infected subdural
hematoma
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安本 幸正

A 2-month-old boy presented with infected subdural hemorrhage manifesting as sustained fever and seizures. The boy
had been well without contributory medical history. Physical
examination found no neurological impairment with intact
superficial appearance. The parents reported no recent trauma
or shaking injury. Blood examination was normal except for
white blood cell count of 19200/µl and C-reactive protein level
of 6.7 mg/dl. Bacterial culture of nasal swab, urine, stool, and
venous blood samples was negative. Cerebrospinal fluid examination showed normal findings. Cranial computed tomography
revealed an expansive subdural fluid collection in the right
frontotemporal region. Magnetic resonance imaging showed
the lesion as heterogenous intensity on T1- and hyperintensity
on T2-weighted images with intense enhancement of the outer
membrane. The patient underwent burr-hole drainage, which
identified an encapsulated subdural hematoma, intermingled
with pus material. Culture of the pus identified Escherichia
coli (E. coli). The patient received antibiotic therapy for 8 weeks
that resulted in complete resolution of the infection. We assumed that preexisting subdural hematoma arising after unrecognized minor head trauma was hematogenously infected
by E. coli. Infected subdural hematoma should be assumed as
differential diagnosis in infants presenting with subdural hemorrhage and bacteremia.
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小 児 髄 膜 炎 ，硬 膜 下 膿 瘍 の 代 表 的 原 因 菌 で あ る

Ⅰ ───────────────はじめに ─

Streptococcus species， Haemophilus influenzae，

感染性硬膜下血腫は稀な疾患で，既存の硬膜下血

Escherichia coli（E. coli），Salmonella species と部分

腫が外膜を通じ血行性に感染した結果形成されると

的に共通している 4,9）。髄膜炎を伴い多くは予後不

考えられている。硬膜下膿瘍と異なり先行感染とし

良である硬膜下膿瘍とは対照的に，感染性硬膜下血

ての髄膜炎は伴わない。小児例を含め現在までの報

腫では良好な治療成績が報告されてきた 5,6,10）。今回

告は非常に少なく，治療法も確立していない 5,6,10）。

我々は E. coli が起因菌と考えられ穿頭術とそれに

起因菌として Haemophilus influenzae，Streptococcus

続く抗生剤治療で治癒に至った 1 乳児例を経験した

species，Staphylococcus aureus が報告されており，

ので報告する。
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Fig.1 Computed tomography scans showing a heterogenous density subdural fluid collection in the right
frontotemporal region with slight displacement of the
midline structure.

Ⅱ───────────────症

Fig.2 Axial magnetic resonance (MR) images showing
the subdural accumulation as heterogenous intensity on
T1- (A) and hyperintensity on T2-weighted (B) images
with intense enhancement of the outer membrane (C,
arrows).

例─

2 ヵ月男児。38 ℃台の発熱，左上肢のけいれんで
発症。患児は正常分娩で出生。中耳炎，心疾患，血
友病，頭部外傷等の既往なく成長発達にも問題な
かった。初診時明らかな神経症状なく四肢運動良
好，外表所見も正常であった。身長・体重・頭囲と
も＋2 SD 範囲内，大泉門膨隆なし。不機嫌さなく哺
乳良好。腹部緊満，下痢はみられず。両親は最近の
頭部外傷や揺さぶりを否定した。胸腹部 Xp は正常，
心エコー上弁疾患や右左シャントはみられず。血液
検査上 WBC 19200/µl，CRP 6.7 mg/dl と炎症所見を
認めた。他検査項目に特記所見なし。咽頭粘膜・
尿・静脈血培養は陰性，腰椎穿刺による髄液所見は
細胞数 1/µl，糖 86 mg/dl，タンパク 20 mg/dl と正常

Fig.3 Non-enhanced Axial T1- (A), T2- (B), and enhanced
T1-weighted (C) MR images performed at 4 weeks
following surgery demonstrating a complete resolution of the subdural hematoma.

範囲であった。頭部 CT 上右前頭側頭部硬膜下に低
吸収域病変あり，脳への軽度圧排所見を伴っていた
（Fig.1）。MRI 上病変は T1 強調像 で不均一な，T2
強調像で高信号を示し，ガドリニウムで外膜が強く
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線状に増強された（Fig.2）
。DWI は行っていなかっ

現在においても重度の機能障害を後遺することが多

た。保存的治療で菌血症改善せず，けいれんもコン

い疾患である 1,2,11）。ある大規模研究では乳児髄膜炎

トロール困難であったため穿頭ドレナージ術を施行

80 人中 30 人（38 %）で硬膜下膿瘍を併発したと報告

した。術前診断は髄膜炎を伴わない硬膜下膿瘍，な

された

いし菌血症と併存する慢性硬膜下血腫であった。全

Streptococcus species， Haemophilus influenzae， E.

身麻酔下に穿頭，硬膜を切開すると慢性硬膜下血腫

coli，Salmonella species である 3,13）が，E. coli は全

に典型的な厚い外膜が存在した。膜を切開すると黄

体の 9.7〜27 %と報告されている 3,8,13）。

3）。

乳児髄膜炎の代表的起因菌は

色の膿と混在した暗赤色の液状血腫が流出した。血

乳児硬膜下出血は大脳皮質架橋静脈の破綻により

腫吸引後血腫腔を十分量の生理食塩水で注意深く洗

生じると考えられてきたが，近年硬膜内を走行する

浄後ドレーン留置した。ドレーンは術後 3 日目で抜

薄い壁を有する静脈から最初に出血が起こり，最終

去した。血腫からは E. coli が培養された。術後第 3

的に硬膜下血腫を形成するとの可能性が示唆されて

世代セフェムの静脈内投与を 8 週間行った。術後経

いる 12）。本症例では先行する髄膜炎，頭部外傷，虐

過は良好で菌血症，けいれんは消退した。術後 4 週

待の存在は明らかでなかった。そのため覚知されな

目で施行造影 MRI 上硬膜下の液貯留，増強病変は

かった軽微な頭部外傷を契機に硬膜下血腫が発生

消失していた（Fig.3）
。術後 1 年以上経過するが現在

し，外膜経由で血腫内に血行感染が起こったものと

のところ再発はみられていない。

推測された。画像上認めた血腫外膜の強い増強効
果，術中確認した厚い外膜所見も外膜経由での感染

Ⅲ───────────────考

伝播を支持する所見と思われる。また本症例では

察─

行っていなかったが，DWI は硬膜下病変の鑑別診
断において有用であるためルーチンに行うべきと思

E. coli は血行性感染を引き起こす最も一般的な起
因菌のひとつと考えられているが，無作為抽出した

われた。

人口内での疫学は明らかにされていない。ある前向

現在までの報告が少ないため感染性硬膜下血腫に

き研究では乳幼児と高齢者が E. coli 感染症のハイ

対する適切な手術法，抗生剤の投与量，投与期間は

リスク群であることが示されている 7）。E. coli の血

明らかになっていない。過去の報告例では穿頭術と

行感染は通常尿路ないし消化管への初期感染から起

経験的な抗生剤投与で良好な治療結果が得られてい

こるが，明らかな感染巣なしに菌血症を生じること

る 5,6,10）。通常髄膜炎を伴う硬膜下膿瘍と比べ，これ

もしばしばである。また E. coli 感染症の 70 %にお

ら 3 症例では髄膜炎の合併がないか，もしくは軽微

いて感染に関連した誘因を認めず，未だに感染に対

な髄膜炎所見を認めるのみであった。感染性硬膜下

する理解は部分的なものにとどまっている 3）。本症

血腫の予後が硬膜下膿瘍と比較し良好であるのは，

例では E. coli 感染に関連した誘因は特定されなかっ

感染が髄膜炎の進展によるものではなく血腫外膜を

た。頭蓋外に感染巣は特定されなかったが，E. coli

介する血行感染であること，感染が血腫被膜内に限

が乳幼児期尿路・消化管感染症の起因菌として最も

局したものでかつ被膜が感染の被膜外播種を防ぐ一

一般的であること，また既往に心疾患，中耳炎等が

種のバリアーとして機能しているためではないかと

ないことから，無症候性尿路感染ないし消化管感染

考えられた。また被膜内感染が播種する前に治療し

が頭蓋内感染の原因として考えやすいと考えられた。

てきたことも良好な治療成績と関係していると思わ

硬膜下膿瘍は小児頭蓋内細菌感染症の 10〜20 %を

れる。本症例では術前鑑別診断として硬膜下膿瘍も

占めると考えられている。通常髄膜炎が進展した結

想定したが，病変による患児の神経症状がコント

果生じ，脳画像，手術手技，抗生剤治療が進歩した

ロール困難なけいれん以外にみられなかったことか
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6） Hoshina T, Kusuhara K, Saito M, et al: Infected
subdural hematoma in an infant. Jpn J Infect Dis 61:
412-414, 2008.

ら，開頭術ではなく低侵襲な穿頭術を選択した。穿
頭術に引き続き比較的長期にわたる抗生剤治療を行
うことにより良好な結果を得ることができた。術後

7） Laupland KB, Gregson DB, Church DL, et al:
Incidence, risk factors and outcomes of Escherichia
coli bloodstream infections in a large Canadian region.
Clin Microbiol Infect 14: 1041-1047, 2008.

1 年以上経過するが硬膜下血腫の再発，感染の再燃
はみられていない。今後の症例蓄積により乳児感染
性硬膜下血腫の理解が深まり，治療が標準化するこ

8） Legrand M, Roujeau T, Meyer P, et al: Paediatric
intracranial empyema: differences according to age.
Eur J Pediatr 168: 1235-1241, 2009.

とが望まれる。
乳児感染性硬膜下血腫は治療により治癒し得る疾

9） Le Roux PC, Wood M, Campbell RA: Subdural
empyema caused by an unusual organism following
intracranial haematoma. Childs Nerv Syst 23: 825-

患である。感染兆候を伴った硬膜下血腫に遭遇した
場合，感染性硬膜下血腫も想定し迅速に対処するこ

827, 2007

とが重要と思われる。
文

10） Levy I, Sood S: Staphylococcus aureus dissemination
to a preexisting subdural hematoma. Pediatr Infect
Dis J 15: 1139-1140, 1996.

献

1） Baneriee AD, Pandey P, Devi BI, et al: Pediatric
supratentorial subdural empyemas: a retrospective
analysis of 65 cases. Pediatr Neurosurg 45: 11-18, 2009.

11） Pattisapu JV, Parent AD: Subdural empyemas in
children. Pediatr Neurosci 13: 251-254, 1987.
12） Squier W, Mack J: The neuropathology of infant
subdural haemorrhage. Forensic Sci Int 187: 6-13,
2009.

2） Bockova J, Rigamonti D: Intracranial empyema.
Pediatr Infect Dis J 19: 735-737, 2000.
3） Chang CJ, Chang WN, Huang LT, et al: Bacterial
meningitis in infants: the epidemiology, clinical
features, and prognostic factors. Brain Dev 26: 168175, 2004.

13） Wu TJ, Chiu NC, Huang FY: Subdural empyema in
children― 20-year experience in a medical center. J
Microbiol Immunol Infect 41: 62-67, 2008.

4） Greenlee JE: Subdural empyema. Curr Treat Options
Neurol 5: 13-22, 2003.
5） Hamada J, Ichimura H, Ushio Y: Huge subdural
empyema with unusual presentation in infant— case
report. Neurol Med Chir
（Tokyo）
33: 40-43, 1993.

■堤

佐斗志（順天堂大学附属浦安病院 脳神経外科）
〒 279-0021


神経外傷 Vol.33 2010

千葉県浦安市富岡 2-1-1

症例報告

神経外傷 33 : 83–85, 2010

自然消失した頭部外傷後
無症候性小児静脈洞血栓症
の1例

Spontaneous disappearance of asymptomatic
cerebral venous sinus thrombosis associated
with head injury in a child: a case report
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A 6-year-old boy after a fall of 3 m was brought to our hospital. Computed tomography (CT) scan detected right temporal
subdural hematoma and temporal bone linear fracture. The
depth of hematoma was 5 mm. He experienced vomiting and
transient amnesia. One day after head injury, the subdural
hematoma had not changed, but a high density area appeared
in the transit portion from right transverse sinus to right
sigmoid sinus, and thereafter both size and density of the area
increased. Three days after the head injury, enhanced CT
showed the empty delta sign, but he was free of symptoms
such as nausea, headache and transient amnesia. Therefore,
we diagnosed this patient as having asymptomatic cerebral
venous sinus thrombosis associated with head injury. Magnetic
resonance imaging (MRI) showed contusion in the right
temporal lobe, but there was no edematous lesion around the
cerebral venous sinus thrombosis. We treated him conservatively. Eleven days after the head injury, the thrombosis was
diminished on MRV. Fifteen days after the head injury, enhanced CT showed disappearance of the thrombosis. Eighteen
days after the head injury, he was discharged without any
neurologic deficits.

た。受傷機転の詳細は不明であるが，右側頭部に頭

Ⅰ ───────────────はじめに ─

皮下血腫を認め，頭部外傷後に順行性健忘と嘔吐が

静脈洞血栓症は，死亡を含め不良な転帰となりう

あり当院へ救急搬入された。頭部 CT で右側頭骨骨

る疾患である半面，症状が多彩であり，診断がつか

折 と 厚 さ 5 mm 程 度 の 右 急 性 硬 膜 下 血 腫 を 認 め
（Fig.1）
，救急入院した。

ず治療時期を逸する可能性も少なからず存在する。
今回我々は小児の頭部外傷後に無症候性静脈洞血栓
症をきたし自然消失した一例を経験したので，若干

Ⅲ──────────────入院後経過─

の文献的考察を加えて報告する。

健忘および嘔気，頭痛を認めるものの，それら以

Ⅱ───────────────症

外に神経学的異常所見はなかった。入院後も数度の

例─

嘔吐があったが，保存的加療で症状は徐々に改善し

6 歳男児，遊具より 3 m の高さから転落，受傷し

た。受傷翌日の CT で硬膜下血腫の増大はないもの
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Fig.2 One day after the haed injury, high density area
appeared in the transit portion from right transverse
sinus to right sigmoid sinus (>).

Fig.1 The initial CT scan detected right temporal
subdural hematoma (>) and temporal bone linear fracture (≫).

Fig.3 Two day after the haed injury, both size and
density of the area increased (>).

の，右横静脈洞・S 状静脈洞移行部に high density

area が出現した（Fig.2）。受傷 2 日後の CT で病変の
拡大を認めたため（Fig.3）
，受傷 3 日後に造影 CT を
行ったところ，横静脈洞から S 状静脈洞移行部にか
けて empty delta sign が存在し（Fig.4-a）
，静脈洞血
栓症と診断した。また，MRI では硬膜下血腫周辺に
脳挫傷を認めていた。この時点で頭痛や嘔気，うっ
血乳頭等の頭蓋内圧亢進所見は認めず無症状であ
り，画像上も血栓周囲に脳浮腫は認めず，右側頭部
Fig.4

に硬膜下血腫と脳挫傷があったために，へパリン投

(a) Three days after the head injury, enhanced CT showed
the empty delta sign (>).
(b) Fifteen days after the head injury, enhanced CT showed
disappearance of the thrombosis (>).

与等は行わず経過観察していた。その後も無症状の
まま経過し，受傷 11 日後の MRV では血栓は縮小
しており，受傷 15 日後の造影 CT で血栓は消失し
ていた（Fig.4-b）
。受傷 18 日後に神経脱落所見なく

識障害や神経脱落症状，頭痛，嘔気等が知られてお

自宅退院した。

り，その診断には MRI 画像や MR venography 等が

Ⅳ───────────────考

有用とされる 2,5,6）。治療にはへパリンの投与 1）や血

察─

栓溶解術 3），重症の場合の開頭減圧術 7）等が行われ

静脈洞血栓症は小児では 100 万人に 7 人程度，成

ている。今回我々が経験した症例では，受傷翌日の

人で 3〜 4 人程度の発生率で稀な疾患である。引き

CT で横静脈洞から S 状静脈洞移行部に血栓が出現

起こす要因としては凝固異常，妊娠，頭頸部の感

し，少なくとも造影 CT を撮影した受傷 3 日後まで

染，悪性腫瘍，頭部外傷等があり，症状としては意

血栓は増大傾向を示している。その反面，嘔気や頭
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3） Kumar S, Rajshekher G, Reddy CR, et al: Intrasinus
thrombolysis in cerebral venous sinus thrombosis:

痛といった症状は入院後改善傾向であり，受傷 3 日
後には無症状となっており，無症候性の頭蓋内静脈

single-center experience in 19 patients. Neurol India
58: 225-229, 2010.

洞血栓症と診断した。へパリン投与を考慮したが，

4） Sébire G, Tabarki B, Saunders DE, et al: Cerebral
venous sinus thrombosis in children: risk factors,

硬膜下血腫と周辺の脳実質に挫傷を認め，無症状で
あることから，慎重な経過観察を行ったところ，良
好な転帰であった。この症例のように既存病変の

presentation, diagnosis and outcome. Brain 128: 477489, 2005.

フォローアップ目的に撮影した画像検査で，偶発的

5） Shigemori Y, Koshinaga M, Suma T, et al: Jugular

に発見される無症候性の静脈洞血栓症例は少なから

bulb venous thrombosis caused by mild head injury :
a case report. Surg Neurol 68: 660-664, 2007.

ず存在すると思われる。しかし，静脈洞血栓の治療

6） Taha JM, Crone KR, Berger TS, et al: Sigmoid sinus

方針に関し，成人に関してはガイドライン 1）が，小

thrombosis after closed head injury in children.
Neurosurgery 32: 541-546, 1993.

児の場合でも治療方針に関しての見解 4）が報告され

7） Théaudin M, Crassard I, Bresson D, et al: Should
decompressive surgery be performed in malignant
cerebral venous thrombosis?: a series of 12 patients.
Stroke 41: 727-731, 2010.

てきてはいるものの，今回のような無症候性で小児
の場合，治療のタイミングやその方法等に関し，未
だ一定の見解はない。更に，無症候性静脈洞血栓症
と症候性静脈洞血栓症との関連性も不明であり，今
後の症例蓄積が必要と考えられる。
文

献

1） Einhäupl K, Bousser MG, de Bruijn SF, et al: EFNS
guideline on the treatment of cerebral venous and
sinus thrombosis. Eur J Neurol 13: 553-559, 2006.
2） Filippidis A, Kapsalaki E, Patramani G, et al:
Cerebral venous sinus thrombosis: review of the
demographics, pathophysiology, current diagnosis,
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繰り返す穿頭洗滌術後に
難治性・器質性慢性硬膜下血腫
に至った 1 例の
内視鏡および MRI 所見

Endoscopic and MRI appearance of
recurrent organized CSDH after
repeated burr-hole craniostomy
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Chronic subdural hematoma (CSDH) can usually be treated
by burr-hole craniostomy with closed-system drainage. In
some cases repeated craniostomies are needed for persistent
recurrences, and wide membranectomy via craniotomy will
be additionally needed in some selected cases. In this report,
we present a case of organized chronic subdural hematoma
with extensive intra-membranous hemorrhage, which occurred
1 year after the initial burr-hole craniostomy. A seventy-six
year-old man was referred to our hospital with mild
dysarthria and left hemiparesis on November 2, 2008. After
the initial burr-hole craniostomy on November 5, 2008,
craniostomies were repeated four times until his fifth admission on October 9, 2009. Only 2 weeks after the fifth burr-hole
craniostomy, the hematoma had expanded to the initial preoperative size, and membranectomy under extensive craniotomy was performed under general anesthesia. A thickened
outer membrane with several hemorrhagic foci was extensively resected. Histologically, the membrane appeared similar to
the usual membrane encountered in CSDH with extensive
infiltration of inflammatory cells and several hemorrhagic
foci. Membranectomy with extensive craniotomy has been
reported to be beneficial for organized CSDH ; however, perioperative complications must be considered with elderly
patients. The existence of multiple trabeculae under endoscopy,
and enhancing extensive membranes seen on MRI, should be
the trigger to consider early membranectomy to avoid further
recurrences of CSDH.
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て大開頭の上での membranectomy が必要となるこ

Ⅰ ───────────────はじめに ─

とがある。

慢性硬膜下血腫は通常は one burr hole からの穿頭

今回我々は，初回手術から 1 年経過後に，血腫外

洗滌で治癒できる疾患だが，稀に難治性となって手

膜が肉芽腫様に肥厚し，内部に広汎な凝血塊を認め

術を繰り返す必要がある場合があり，また器質化し

た症例を経験したので，その内視鏡所見を併せ，若
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Fig.1 Chronological change of CSDH on CT scan.
The CT scan shows a usual appearance of CSDH until the fourth burr-hole and irrigation. Thereafter, a thick outer membrane
was formed with mass effect, and membranectomy via craniotomy allowed resolution of intracranial disease.

a

b

Fig.2 Endoscopic appearance of subdural space.
a: At the fourth operation, intrahematomal trabeculae were recognized endoscopically. b: At the sixth operation, the trabeculae became thick and the cavity was covered by granulation tissue.

梗塞の診断のもと入院治療

干の文献的考察とともに，その機序について考察し

経

た。

過：脳梗塞により屋外杖歩行，屋内伝い歩き

の状態であった。

Ⅱ───────────────症

2008 年 11 月 2 日から言葉が出づらくなり，翌日

例─

には移動も困難となったため，2008 年 11 月 5 日当

76 歳，男性

院を受診。右慢性硬膜下血腫の診断のもと同日穿頭

主

洗滌術を行い，2008 年 11 月 13 日自宅退院となる。

訴：歩行障害

既往歴：2003 年，左片麻痺で発症し，右放線冠脳

その後外来フォローを行っていたが，2008 年 12 月
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Fig.3 MRI findings before craniotomy.
The hematoma was demonstrated to be a low intensity lesion on T1WI and a high intensity lesion on T2WI. The thick outer
membrane was heterogeneously enhancing with gadolinium, and multiple enhancing septations were recognized within the
hematoma cavity.

下旬頃から歩行障害が進行し，2008 年 12 月 25 日

た。術中内視鏡下の観察では，前回の膜様の隔壁は

当院を再度受診。頭部 CT にて慢性硬膜下血腫の再

厚 い 肉 芽 に よ る 隔 壁 と な り ，内 腔 に は 不 規 則 な

発を認め，同日 2 回目の穿頭洗滌術を行い，2008 年

trabeculae が多数確認された（Fig.2-b）。術後の頭部

12 月 31 日退院となった。その後も画像上の慢性硬

MRI では，血腫外側には不規則に淡く造影される構

膜下血腫の増大と歩行障害の進行があり，2009 年 2

造 物 が あ り ，そ の 中 に 時 期 の 異 な っ た 血 腫 様 の

月 5 日に 3 回目の穿頭洗滌術を，2009 年 6 月 2 日

intensity を呈する部分が混在していた（Fig.3）。念の

に 4 回目の穿頭洗滌術を行っている（Fig.1）
。この

ため行った血腫液および肉芽組織の培養検査では，

際，内視鏡下に intrahematomal septation が確認され

菌は検出されなかった。

ている（Fig.2-a）
。

しかし以降も経時的に血腫の増大をきたし，左片
麻痺および意識レベルの増悪を認めたため，2009 年

脳梗塞に対して投与していたチクロピジンは，

2009 年 2 月 5 日からシロスタゾールに変更してフォ

11 月 4 日に全身麻酔下で外膜摘出術を施行した。術

ローしていた。

後，血腫腔は縮小し，既存の脳萎縮に伴う硬膜下腔

しかし 2009 年 6 月 2 日の穿頭洗滌術後一旦縮小

の拡大は残存したものの以降血腫の再貯留はみられ

した慢性硬膜下血腫は，その後も徐々に増大し，頭

ず，独歩可能な状態にまで改善し，2009 年 12 月 17

痛・ふらつきを訴えるようになり，2009 年 10 月 9

日リハビリテーションのため転院となった（Fig.1）
。
病理所見：2009 年 11 月 4 日に摘出した外膜は，厚

日再入院となった。
入院後，入院同日に穿頭洗滌術を行ったが 2 週間

さが 15 mm 程にまで肥厚していたが，microscopical

後には術前と同程度にまで再貯留があり，2009 年

には悪性所見は認めず，炎症細胞浸潤の強い慢性硬

10 月 20 日に局所麻酔下で小開頭血腫除去を施行し

膜下血腫膜の所見であった。内腔には heterogenous
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Fig.4 Macroscopic and microscopic appearance of the outer membrane.
Macroscopically, the membrane was yellowish and firm with a rubbery consistency and more than 1 cm thick. Microscopically,
infiltration of inflammatory cells and partial hemorrhage were recognized within the thickened hematoma membrane.

な hematoma が一面に亘って存在し，器質化した血

わるという報告はあるが，外膜の厚さや macrophage

腫が外膜となり，その中に出血を繰り返して外膜が

などの炎症細胞浸潤の程度とは相関せず，どのよう

mass effect を呈する程に肥厚していったものと考え

な症例で再発を繰り返すかを判断することは難し

られた（Fig.4）
。

い 2）。Stanisic M らは，隔壁のあるタイプ，前頭蓋
底を主座とするタイプ，5 mm 以上の正中構造の偏

Ⅲ───────────────考

位を認めるタイプ，術後 4 日以内に頭蓋底部に新し

察─

い血腫が認められるタイプなどが慢性硬膜下血腫再

慢性硬膜下血腫では硬膜下腔の新生膜が繰り返す

発の危険因子としているが，抗凝固薬や抗血小板薬

多源性出血を起こすと言われており，時間経過とと

は危険因子とはならないという報告もある 11,13）。本

もに繊維性物質が増加し，それが血腫腔内の多発性

症例の繰り返す再発におけるチクロピジンやシロス

構造物の形成を誘い，最終的に器質化した構造物が

タゾールの影響は不明であり，これまで指摘されて

作られるとされている 7）。通常は穿頭洗滌と閉鎖式

いるような再発に対しての危険因子は本例では確認

ドレナージで完治する疾患であるが，症例によって

できない。滝川らは，T2*での隔壁の存在が慢性硬

はそれでは不十分なことがある 10）。慢性硬膜下血腫

膜下血腫再発に関係していると報告しているが，内

の再発率は 3.1 %から 33.3 %と報告によってばらつ

視鏡下での梁柱の存在と再発との関係を検証した報

きがあるが，症例によっては大開頭が必要な場合も

告はない 12）。

tissue-type plasminogen

再発，器質化した慢性硬膜下血腫に対する開頭手

activator（t-PA）の発現が慢性硬膜下血腫の拡大に関

術の適応について，Markwalder TM らは，「硬膜下

ある

1,3,5,6,8,9）。外 膜 内 で の
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3） Hamilton MG, Frizzell JB, Tranmer BI: Chronic

血腫の再貯留例」
「器質化した血腫例」
「脳の膨隆不

subdural hematoma: the role of craniotomy reevaluated. Neurosurgery 33: 67-72, 1993.

良例」などが基本になるとしている 4）。谷川らは，
術前 T2*で血腫腔内に膜構造が認められる場合は，

4） Markwalder TM: Chronic subdural hematoma : a
review. J Neurosurg 55: 390-396, 1981.

開頭による血腫除去および隔壁の除去が必要として

5） Markwalder TM, Steinsiepe KF, Rohner M, et al:
The course of chronic subdural hematomas after
burr-hole craniostomy and closed-system drainage. J
Neurosurg 55: 390-396, 1981.

いる 12）。Rocchi G らは，MRI で mass effect を呈す
る厚い膜構造や硬い血腫がある症例では，直ちに開
頭術による血腫除去を行うことを推奨している 7）。

6） Robinson RG: Chronic subdural hematoma: surgical
management in 133 patients. J Neurosurg 61: 263268, 1984.

本症例では，開頭による血腫除去に先立って 5 回
に及ぶ穿頭洗滌術が行われている。CT 上，1 回目
〜3 回目までは通常の慢性硬膜下血腫の画像所見を

7） Rocchi G, Caroli E, Salvati M, et al: Membranectomy
in organized chronic subdural hematomas: indications and technical notes. Surg Neurol 67: 374-380,

呈しているが，4 回目に至り厚い血腫外膜や血腫腔
内の隔壁が顕在化するようになっている。本例のよ

2007.

うに外膜内に出血を繰り返し，経時的に外膜が肉芽

8） Sakai S, Hashimoto K, Watanabe N, et al: Efficacy of

腫様に肥厚して行った症例は，これまで報告はな

closed-system drainage in treating chronic subdural
hematoma: a prospective comparative study.
Neurosurgery 26: 771-773, 1990.

い。経過中，手術部位感染を示唆する所見はなく，
血腫液の細菌培養も陰性であり，外膜の経時的肥厚

9） Sambasivan M: An overview of chronic subdural
hematoma: experience with 2300 cases. Surg Neurol
47: 418-422, 1997.

は慢性硬膜下血腫の繰り返す再発と，それに対する
度重なる穿頭術が原因と考えられる。しかし外膜内

10） Santarius T, Kirkpatrick PJ, Ganesan D, et al: Use of
drains versus no drains after burr-hole evacuation of
chronic subdural haematoma: a randomised
controlled trial. Lancet 26: 1067-1073, 2009.

に出血を繰り返した原因は不明である。
内視鏡的には，4 回目の穿頭洗滌術の際に認めら
れていた隔壁は，5 回目の手術時には厚い肉芽に覆

11） Stanisic M, Lund-Johansen M, Mahesparan R:
Treatment of chronic subdural hematoma by burrhole craniostomy in adults: influence of some factors

われるようになっている。そしてこの時期には，

MRI で不均一に造影される外膜および血腫腔内の隔

on postoperative recurrence. Acta Neurochir
（Wien）
147: 1249-1257, 2005

壁が認められるようになっている。すでにこの時点
で拡大開頭血腫除去術が考慮されるべきと考える。

12） Tanikawa M, Mase M, Yamada K, et al: Surgical
treatment of chronic subdural hematoma based on
intrahematomal membrane structure on MRI. Acta
Neurochirur 143: 613-619, 2001.

造影 MRI 所見だけでなく，内視鏡的所見を考慮
することで，より適切に器質化慢性硬膜下血腫の治
療方法を選択することが可能と考えられ，必要な症

13） Torihashi K, Sadamasa N, Yoshida K, et al:
Independent predictors for recurrence of chronic
subdural hematoma: a review of 343 consecutive

例には早期に開頭による membranectomy が考慮さ
れるべきと考える。

surgical cases. Neurosurgery 63: 1125-1129, 2008.
文

献

1） Ernestus RI, Beldzinski P, Lanfermann H, et al:
Chronic subdural hematoma: surgical treatment and
outcome in 104 patients. Surg Neurol 48: 220-225, 1997.
2） Fujisawa H, Ito H, Saito K, et al: Immunohistochemical

■ 長島 梧郎
（聖マリアンナ医科大学東横病院 脳神経外科）

localization of tissue-type plasminogen activator in
the lining wall of chronic subdural hematoma. Surg

〒 211-0063

Neurol 35: 441-445, 1991.


神経外傷 Vol.33 2010

川崎市中原区小杉町 3-435

症例報告

神経外傷 33 : 91–94, 2010

両側錐体部内頸動脈解離および
左内頸動脈海綿静脈洞瘻を
きたした頭部顔面鈍的外傷の
１例

Bilateral dissection of the petrous portion of
the internal carotid artery and left carotidcavernous fistula caused by blunt injury
of head and face: A case report
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We report a 59-year-old man who got blunt injury of head
and face by 200 kg container. His Japan Coma Scale score on
admission was one and Glasgow Coma Scale score was 14.
He had paresis of bilateral oculomotor nerves and left
abducens nerve, and facial numbness of the left V1–3 territories. CT scan showed traumatic subarachnoid hemorrhage,
cerebral contusion and pneumocephalus. Fracture of bilateral
temporal bone, left petrous bone and the mandible was
observed. Angiography showed bilateral dissection of the
petrous portion of the internal carotid artery and left carotidcavernous fistula. Follow-up angiography and MRA showed
disappearance of the arterial dissection and carotid-cavernous
fistula. He was treated conservatively and discharged with
left facial numbness and left abducens palsy.
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cavernous fistula，以下 CCF）をきたし保存的治療に

Ⅰ ───────────────はじめに ─

て症状の改善を得た症例を経験した。経時的画像所

頭部および顔面への鈍的外傷にて両側錐体部内頸

見を呈示し，文献的考察を加え報告する。

動 脈 解 離 お よ び 左 頸 動 脈 海 綿 静 脈 洞 瘻 （carotid
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Fig.1
A: CT scan shows traumatic subarachnoid hemorrhage and
pneumocephalus.
B : Bone image of CT scan shows fracture at the bilateral
temporal bone and left pyramidal bone (arrows).

Ⅱ───────────────症
患

者：59 歳，男性

主

訴：顔面部疼痛，複視

Fig.2 Selective internal carotid artery angiograms
(ICAG) on admission.
A : Right ICAG shows arterial narrowing and extravasation
in the petrous portion (arrows).
B: Left ICAG shows arterial narrowing in the petrous
portion (arrows).
C : Left ICAG shows carotid-cavernous sinus fistula (arrows)
at C4 – 5 portion.

例─

既往歴・家族歴：特記事項なし
現病歴：コンテナの積み下ろし作業中に 200 kg

われ，左 C4−C5 移行部に CCF を，右 C4−C5 移行
。
部にも extravasation を認めた（Fig.2-A, B, C）

のコンテナが倒れてきて顔面を作業台（先端がゴム

入院後経過：受傷当日に意識障害および神経学的

製）との間に挟まれるような形で受傷し，当院に救
急搬送された。

脱落所見の増悪は見られなかった。髄液鼻漏が持続

来院時神経学的所見：意識は Japan Coma Scale

していたため spinal drainage を施行した。第 3 病日

（JCS）1，Glasgow Coma Scale（GCS）score 14（E3

に 2 回目の脳血管撮影を施行した。両側内頸動脈錐

V5 M6），瞳孔は左右ともに 4 mm で，対光反射は

体部の不整な狭窄および左 CCF に著明な変化はな

両側 sluggish，左眼瞼下垂を認めた。眼球運動は右

く ，脳 血 管 攣 縮 を 疑 う 所 見 も 観 察 さ れ な か っ た

外転のみ可能で，両側動眼神経麻痺および左外転神

（Fig.3-A）。第 10 病日に施行した頭部 MRI 拡散強

経麻痺を認めた。左顔面は三叉神経第 I 枝〜III 枝領

調画像では左大脳半球に点状高信号域が数ヵ所認め

域のしびれを認めた。さらに，左眼球突出，髄液鼻

られ解離病変からの塞栓，または脳血管撮影による

漏を認めた。

脳梗塞と考えられた。また，MRA の元画像にて内

神経放射線学的所見： CT では外傷性くも膜下出

頸動脈内に陰影欠損を認め，解離による intimal flap

血，脳挫傷，気脳症を認めた（Fig.1-A）
。両側中頭蓋

を観察しているものと判断し，この時点で解離と診

底から頸動脈管への線状骨折，左錐体骨縦骨折，右

断した（Fig.4）
。頭部 MRA では両側内頸動脈錐体部

錐体骨横骨折，篩板を横切る前頭蓋底骨折，両側視

の壁不整および右内頸動脈終末部の狭窄が観察され

束管骨折を認め，左側では骨折線は頸動脈管に及ん

た（Fig.5-A）
。第 14 病日に 3 回目の脳血管撮影を施

でいた（Fig.1-B）
。また，両側頬骨骨折，下顎骨骨折

行した。両側内頸動脈錐体部の不整な狭窄は改善

も認めた。脳血管撮影では両側内頸動脈錐体部に不

。第 21 病日の
し，左 CCF は消失していた（Fig.3-B）

整な狭窄が見られ，両側内頸動脈 C5 部の解離が疑

頭部 MRI 拡散強調画像では新たな脳梗塞を示す信
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Fig.5
A : On Day 10, MRA shows bilateral arterial narrowing in
the petrous portion (arrows).
B: On Day 21, MRA shows improving of the arterial narrowing (arrows).
C : Four months after the onset, MRA shows further improvement of the arterial narrowing (arrows).

Fig.3 Lateral selective ICAG.
Upper: Right ICAG. Lower: left ICAG.

科で下顎骨骨折の整復手術が施行され，受傷後 4 ヵ
月の頭部 MRA では両側内頸動脈錐体部の壁不整は

A : On Day 3, arterial narrowing was not changed. Left ICAG
shows no change of carotid-cavernous sinus fistula (arrow).
B : On Day 14, arterial narrowing was improved. Left ICAG
shows disappearance of carotid-cavernous sinus fistula.
C: On Day 29, arterial narrowing was further improved.

さらに改善していた（Fig.5-C）
。退院後の ADL は自
立している。

Ⅲ───────────────考

察─

一側性の外傷性内頸動脈解離の頻度は頸部閉鎖性
外傷の 2〜 3 %と報告されている 3,4）。私達が渉猟し
得た限りでは，外傷性の両側性内頸動脈解離はこれ
まで 20 例の報告 1,2,4〜11）があったが，その殆どが頭
蓋外内頸動脈の解離であった。両側性頭蓋内内頸動
脈解離の報告は見当たらず，錐体骨骨折による両側

Fig.4 MRI shows defect in the internal carotid artery
bilaterally, suggesting the existence of intimal flaps
(arrows).

性錐体部内頸動脈解離をきたした本症例は非常に稀
と思われた。受傷機転としては，頸部の直接打撲，
頸部の過伸展，口腔の鈍的外傷，頭蓋底骨折などが

号変化は観察されなかった。頭部 MRA では右内頸

挙げられている。本症例では鈍的な外力が左右から

動脈終末部の狭窄の改善が観察された（Fig.5-B）
。髄

加わっており，両側頬骨から錐体骨の高さで加わっ

液鼻漏は改善し第 22 病日に spinal drainage を抜去

た外力は，さらにその内側である両側中頭蓋底から

した。第 29 病日に 4 回目の脳血管撮影を施行し，

頸動脈管への線状骨折を生じる外力となって加わっ

両側内頸動脈錐体部の不整な狭窄は残存しているも

たものと推測した。この結果，両側内頸動脈解離，

ののさらに改善傾向にあった（Fig.3-C）
。第 50 病日

両側動眼神経麻痺，左 CCF，左外転神経麻痺，左三

に入院時にみられた両側動眼神経麻痺は改善し，意

叉神経障害などを生じたものと思われた。

識清明で左顔面の違和感と左外転神経麻痺が残存す

外傷性内頸動脈解離の症例では高頻度に内頸動脈

る状態で独歩退院した。受傷 2 ヵ月後に歯科口腔外

の閉塞をきたし，脳梗塞に進展することが多く，そ
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2） Chakera TM: Bilateral extracranial internal carotid
artery injury due to non-penetrating trauma. Br J

れも遅発性に脳梗塞を発症することが一つの特徴で
ある 7）。初診時 CT が正常であっても，虚血症状を

Radiol 52: 704-708, 1979.

呈する症例の 20 %に血管閉塞を認め，後日 CT 上梗
塞巣が出現する頻度は 70 %といわれている

3） Fry RE, Fry WJ: Extracranial carotid artery injuries.
Surgery 88: 581-587, 1980.

11）
。解

4） Fukuda I, Meguro K, Matsusita S, et al: Traumatic
disruption of bilateral vertebral arteries and internal

離そのものに対する特別な治療法はなく，脳梗塞を
併発すればその治療を行うのが一般的な治療法であ

carotid arteries. Case report. J Trauma 29: 263-266,
1989.

る。本症例では急性期に外傷性くも膜下出血を認め

5） Kanodia AK, Gupta M, Bala K, et al: Post-traumatic
dissecting aneurysms of bilateral cervical carotid

たため，抗凝固療法や抗血小板療法を施行しなかっ
たが，幸いにも脳梗塞は軽度で無症状で経過し，合

arteries with delayed complications. Neurol India 54:
81-82, 2006.

併した CCF や内頸動脈の狭小化も徐々に改善して

6） Kumar SD, Kumar V, Kaye W: Bilateral internal

い っ た 。経 過 観 察 に は MRA が 有 用 で あ っ た が ，

carotid artery dissection from vomiting.
Emerg Med 16: 669-670, 1998.

CCF も合併しており，脳血管撮影も並行して施行し
た。今後は MRA や 3D-CTA などの低侵襲な検査が

Am J

7） Mokri B, Piepgras DG, Houser OW: Traumatic
dissection of the extracranial internal carotid artery.

主体となると思われるが，脳血管撮影の重要性は変

J Neurosurg 68: 189-196, 1988.

わらないものと考えている。

8） Scherman BM, Tucker WS: Bilateral traumatic
thrombosis of the internal carotid arteries in the
neck: a case report and review of the literature.
Neurosurgery 10: 751-753, 1982.
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9） Storrow AB, Smith BA: Traumatic bilateral carotid
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左 CCF をきたした稀な症例を経験した。保存的に
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Traumatic carotid artery dissection: diagnosis and
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治療し，解離および CCF は自然治癒した。画像所
見の経時的変化を提示し，若干の文献的考察を加え
て報告した。
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是正し脳保護的に働くであろうことを報告した 1）。

Ⅰ ───────────────はじめに ─

また ICP コントロールが得られる脳温はほぼ 35〜

36 ℃であることも明らかにした。

重症頭部外傷症例に対するわれわれの治療・管理
におけるプロトコールの基本は，必要に応じた迅速

以上の経験から，2000 年 1 月より 35 ℃の軽度低

な外科的減圧，脳灌流圧（cerebral perfusion pres-

体温療法を導入した。今回は，その結果について以

sure ; CPP）を 正 常 に 保 つ た め の 血 圧 や 頭 蓋 内 圧

前の 33 ℃の低体温療法の結果と比較する。

（intracranial pressure; ICP）モニター下の呼吸・循環
管理および高浸透圧剤を中心とした ICP コントロー

Ⅱ──────────────対象・方法─

ルである。それにもかかわらず ICP のコントロール
が困難な症例に対しては，1989 年 1 月から 1994 年

1．管理プロトコール

6 月まではバルビツレート療法を行ってきた。その
結果，Glasgow Coma Scale（GCS）score 6〜8 の症例

蘇生後ただちに CT 撮影を行い，必要とあれば迅

（good recovery +
の転帰は 70 %が favorable outcome

速な外科的減圧術を行った。GCS score 8 以下の症

moderate disability）であったものの，GCS 5 以下の

例に対しては血圧や ICP のモニタリングを行い，二

症例の転帰は死亡率 66 %と極端に不良であった。そ

次的脳損傷を最小限におさえるべく，呼吸・循環管

こで，1994 年 7 月から GCS 5 以下の症例に限って

理と ICP コントロールを行った。その主な目標値は

低体温療法を導入した。その結果，低体温療法が

中 心 静 脈 圧 5〜 10 cmH2O，ヘ マ ト ク リ ッ ト 30〜

ICP 管理を容易にすること，また低体温が重症頭部

35 %，ヘモグロビン 10〜12 g/dl，血清浸透圧 310〜

外傷急性期に存在する脳循環・代謝の uncoupling を

320 mOsm/l 以下，時間尿 1 ml/kg，ICP 20 mmHg 以
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Fig.1 The mean brain temperature of the two groups during hypothermia.

下，CPP 65 mmHg 以上などとした。

Table 1 Comparison between the two group
33℃
35℃
hypothermia hypothermia

GCS 5 以下の症例に限り，15 歳から 69 歳以下で
循環動態が安定し，凝固能異常や心疾患などの合併

No. of patients

症のない症例に対して低体温療法を行った。低体温

31

46

ns

はブランケットによる全身冷却法で，脳表温度で

Age（yrs）

40 ± 18

43 ± 19

ns

35 ℃前後を目標とした。また低体温療法を導入後

Female（%）

13 %

30 %

ns

の 72〜 96 時間後より 1 ℃／日以下の復温を開始し，

Road accident（%）

61 %

72 %

ns

36.5 ℃に達した時点でできるだけそれを維持するよ

Hours to admission（min.） 174 ± 208

165 ± 191

ns

うに行った。

GCS score

4.2 ± 0.6

4.3 ± 0.6

ns

ISS

29 ± 6

31 ± 8

ns

77 %

61 %

ns

2．測定項目

Evacuated mass（%）

ICP と脳温（brain temperature; BT）：前頭葉皮質も

GCS ; Glasgow Coma Scale, ISS ; Injury Severity Score,
ns ; not significant

しくは側脳室前角にファイバー・オプチック・カテー
を挿入し，ICP
テル（Camino, San Diego, Calif, USA）

① 年齢，性別，交通外傷の頻度，来院までの時

と脳温を持続測定した。

CPP：橈骨動脈圧（Abbott 社製）の持続測定を行

間， GCS score， Injury severity score（ ISS）お
よび CT 上の evacuated mass の頻度について

い，橈骨動脈平均圧と ICP から CPP を計測した。
以上のモニターは，一時間毎に記録した。

比較した。
② 低体温療法中の脳温，ICP と CPP の変動につ

3．対象症例

いて比較した。

脳温で 33 ℃の低体温療法導入以降の 1994 年 7 月

③ 低体温療法中の肺炎，敗血症などの各種合併

から 1999 年 12 月までの期間で低体温療法を行った

症の頻度について検討した。

症例（33 ℃群）が 31 例であった。脳温で 35 ℃の低体

④ 転 帰 を 受 傷 後 6 ヵ 月 の 時 点 で の Glasgow

温を導入した 2000 年からの症例（35 ℃群）は 46 例で

Outcome Scale（ GOS）によって判定して比

あった（Table 1）
。これら 2 群の症例を対象として以

較した。また， GCS 別の GOS についても検

下の点について検討した。

討した。
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Fig.2 The mean ICP of the two groups during hypothermia.

Fig.3 The mean CPP of the two groups during hypothermia.
中は目標温度台で管理ができた（Fig.1）
。経過中に

4．統計学的分析

ICP は 20 mmHg 以下に良好にコントロールでき，

年齢，GCS，搬入までの時間，ISS，ICP と CPP

CPP も同様に 65 mmHg 以上に目標値で維持された

の変動などの比較は t-test と Mann-Whitney's U test

（Fig.2, Fig.3）が，CPP は 35 ℃群でより高く維持され

を用い，性差，受傷機転，CT 分類と転帰の比較に

た。

は χ2 検定を行った。

低体温療法中の各種合併症では，33 ℃群では肺炎
の合併を 23 %，心室細動を 6 %に認め，35 ℃群では肺

Ⅲ───────────────結

。
炎の合併を 11 %，敗血症を 6 %に認めた（Table 2）

果─

転帰は，35 ℃群で good recovery（GR）もしくは

2 群間に年齢，性別，受傷機転，搬入までの時間，

moderate disability（MD）の favorable outcome となっ

GCS，ISS に有意差はなかったが，35 ℃群で evacu-

たのは 16 例（35 %）であり，dead は 14 例（30 %）で

ated mass の割合が少なかった（Table 1）。

あった。33 ℃群では favorable outcome となったの

両群ともに約 8 時間で目標脳温台に達し，低体温

は 6 例（19 %）であり，dead は 15 例（48 %）であった。
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Table 2 Comparison of the complication between the
two groups
33℃
hypothermia

35℃
hypothermia

7/31（23 %）

5/46（11 %）

0/31

3/46（6%）

Ventricular tachycardia

2/31（6 %）

0/46

Pulmonary embolism

1/31（3 %）

0/46

0/31

1/46（2 %）

Renal failure

1/31（3 %）

0/46

Liver failure

0/31

0/46

Pneumonia
Sepsis

Bleeding tendency

Table 3 GCS-related outcome between the two groups
No. of Patients（%）
GCS
score
3

33℃ hypothermia（n=31）35℃ hypothermia（n=46）
GR/MD

SD/VS

Dead

GR/MD

SD/VS

Dead

0

0

3（100）

0

0

（100）
2

4

3（16） 8（42） 8（42） 8（28） 11（38）10（34）

5

3（33） 2（22） 4（44） 8（53） 5（33） 2（13）

GCS ; Glasgow Coma Scale, GR ; good recovery, MD ; moderate
disability, SD ; severe disability, VS ; vegetative state

Fig.4 Comparison of the outcome in the two groups.
There were no significant differences between the two groups.

統計学的な有意差は得られなかったが 35 ℃群でより

らは 2002 年までの 12 編の RCT 研究を総括的に評

転帰が改善する傾向であった（Fig.4）
。

価し，成人例で死亡率と機能予後を改善させる可能

GCS を細分化しての検討では，GCS 3 では両群

性はあるが，日常臨床で薦められほどのエビデンス

ともに死亡していたが，35 ℃群のうち GCS 4 では

は得られていないと報告した。Shann も同様に 14 編

28 %，GCS 5 では 53 %が favorable outcome であっ

の RCT 研究をもとに検討し，本療法が有効な治療法

た（Table 3）。

となるためには今後さらなる RCT 研究の必要がある
とした。今後解決すべき問題点としては，適切な

Ⅳ───────────────考

target temperature の設定，合併症とその防止策とと

察─

もに有効な患者群の発掘や低体温療法にさらなる管

1990 年の初めより重症頭部外傷例に対する低体温

理方法を加えることなどが挙げられている。

療法は有効であるとの報告が相次いたが，2001 年の

脳保護効果は低温の程度により異なり，より低温

Clifton ら 2）の成人例および 2008 年の Hutchison ら 3）

に管理するほど脳保護効果は高いと考えられる。実

の 小 児 例 の い ず れ の randomized controlled study

際に虚血後の実験結果では温度に比例した梗塞巣の

（RCT）
においても有効性は得られなかった。Mcintyre

減少が認められている。一方，脳保護効果と裏腹に
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問題となるのが，全身合併症の問題である。特に，

適切な CPP は脳血管自動調節能の障害の程度や脳

33 ℃以下になると心機能の低下や不整脈が発生す

損傷の程度によっても異なるため，内頸静脈酸素飽

る，32 ℃以下になると血小板機能異常が発生するこ

和度（SjO2）や PbrO2 などの他のモニタリングを組み

となども知られている。我々の検討でも，脳温で

合わせるか，脳血管自動調節能障害の有無により決

32 ℃以下になると低カリウム血症や重篤な不整脈の

定する必要がある。

発生が増加し，35 ℃以下では全身の酸素運搬と消費

PbrO2 を 25 mmHg 以上に維持できるように管理

の uncoupling を認めた。したがって体温低下ととも

したら転帰が改善したことや，脳血流自動調節能の

により患者管理はより複雑になると考えられる。実

障害の有無により適切な CPP 管理を行えば転帰が改

際，米国の RCT においても 33 ℃の低体温療法群が

善したと報告されている。今後 GCS 4 以下の症例で

37 ℃の正常体温群と比べて合併症が増加し，さらに

は適切な脳温管理のみならず，適切な CPP 管理など

入院日数は延長していた。そこで我々は，ICP のコ

のさらなる治療法の検討が必要と考えられる。

ントロールが可能となる 35 ℃の低体温療法を導入し
たが，その結果では 35 ℃の低体温療法でも 33 ℃の

Ⅴ ───────────────ま と め─

際と同様に ICP のコントロールは良好であり，CPP
は 33 ℃群と比べてより良好にコントロールすること

35 ℃の低体温療法においても，33℃の低体温療法

ができた。加えて重篤な合併症も軽減できていた。

と同様に ICP，CPP のコントロールが可能であっ

転帰による検討では統計学的に明らかに有意差は得

た。一方で，GCS 4 以下の症例においては，転帰の

られなかったが，死亡率は低下し転帰良好例が増加

改善を得るためには体温管理のみならず，さらなる

する傾向が得られたと考えられた。Gupta らも局所の

治療法を加える必要があると考えられた。

脳組織酸素分圧（brain tissue oxygen tension; PbrO2）

文

による検討行い，至適な脳温は 35 ℃と報告してい

献

1） Tokutomi T, et al: Optimal temperature for the

る。

management of severe traumatic brain injury: Effect
of hypothermia on intracranial pressure, systemic
and intracranial hemodynamics, and metabolism.
Neurosurgery 52: 102-111, 2003.

GCS 別に転帰を検討すると GCS 3 ないし 4 の症
例では両群ともに満足すべき結果は得られなかっ
た。GCS 4 以下の症例においては低体温療法の限界

2） Clifton GL, et al: Lack of induction of hypothermia after
acute brain injury. N Engl J Med 344: 556-563, 2001.

とも考えられた。二次性脳損傷の原因となる脳虚血

3） Hypothermia Pediatric Head Injury Trial Investigators
and the Canadian Critical Care Trials Group :
Hypothermia therapy after traumatic brain injury in

は，脳酸素消費量に見合う十分な脳血流（cerebral

blood flow ; CBF）が保たれてないことが問題とされ
る。脳血管自動障害が生じると CBF は CPP に直接

children. N Engl J Med 358: 2447-2456, 2008.

影響を受ける。Rosner らは，脳血管の自動調節能

4） Rosner MJ, et al: Cerebral perfusion pressure :
Management protocol and clinical results. J Neurosurg
83: 949-962, 1995.

の保たれている状態では，CPP が低下すると脳血管
拡張から CBF の上昇を認め，その結果 ICP 亢進を

5） Eker C: Improved outcome after severe head injury
with a new therapy based on principles for brain

来し更なる CPP の低下という悪循環が生じるとし，

volume regulation and preserved microcirculation.
Crit Care Med 26: 1881-1886, 1998.

CPP を高く維持する方が有効と報告した 4）。一方，
スウェーデンの Lund therapy では，過剰な CPP は
脳血管性浮腫を増強させ，その結果さらなる ICP 亢

■ 宮城 知也（久留米大学 脳神経外科）
〒 830-0011 福岡県久留米市旭町 67
TEL: 0942-31-7570 / FAX: 0942-38-8179
E-mail: miyatomo@med.kurume-u.ac.jp

進が生じるとし，CPP の治療閾値は 50〜 60 mmHg
であり，低く維持する方が有効と報告している 5）。
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加療された再発慢性硬膜下血腫症例のうち，中硬膜

Ⅰ ───────────────はじめに ─

動脈塞栓術が施行された 7 例である。これは当該期

慢性硬膜下血腫は高齢者に多い頭蓋内疾患であ

間に当科で再発慢性硬膜下血腫として加療された 44

り，初期治療として穿頭血腫ドレナージ術が一般的

例中 8.5 %にあたる。対象症例の年齢，性別，神経

である。しかしながら，術後の再発は 10 人に 1 人起

学的所見，臨床経過，治療，手術所見および組織学

こるとも言われているがその機序や治療方針につい

的所見について検討した。

て定まった見解はない。今回私達は，当施設におけ

頭部 CT は，入院時および初回手術直後に撮像

る慢性硬膜下血腫の再発についてその頻度や，臨床

し，以後は週に一度の間隔で経時的に撮像した。全

経過，治療方針について検討した。そのなかで，再

例において初期治療は，局所麻酔下の穿頭血腫ドレ

発した慢性硬膜下血腫に対して中硬膜動脈塞栓術を

ナージ術であった。閉鎖式ドレナージシステムを使

行い良好な結果が得られた症例について報告する。

用した。術後患者はベッド上安静とし，ドレーンは
術後 1〜2 日で抜去した。

CT 上の血腫再貯留と神経症状の再燃が認められ

Ⅱ──────────────対象・方法─

た症例を再発例とし，治療の対象とした。

対象は 2001 年 1 月から 2009 年 5 月までに当院で

中硬膜動脈塞栓術は局所麻酔下に施行した。中硬
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Table 1 Characteristics of 7 patients with recurrent CSDH, treated with MMA embolization
Intervals between
initial operation

Age (yrs) / Sex

Initial Operation

Findings of DSA

Retreatment

1

84 / F

Subdural drainage

Abnormal vascular network

MMA embolization
Subdural drainage

21 days

GR

2

83 / M

Subdural drainage

Abnormal vascular network

MMA embolization
Subdural drainage

19 days

MD

3

82 / M

Subdural drainage

Abnormal vascular network

MMA embolization
Craniotomy

19 days

GR

4

79 / M

Subdural drainage
Craniotomy

Abnormal vascular network

MMA embolization

12 days

MD

5

75 / M

Subdural drainage

Abnormal vascular network

MMA embolization

8 days

GR

6

73 / M

Subdural drainage
Subdural drainage

Abnormal vascular network

MMA embolization
Subdural drainage

51 days

GR

7

65 / M

Subdural drainage

Abnormal vascular network

MMA embolization
Subdural drainage

13 days

GR

and MMA
embolization

GOS

CSDH, chronic subdural hematoma ; DSA, digital subtraction angiography ; GOS, Glasgow Outcome Scale ; GR, good recovery ;
MD, moderate disability ; MMA, middle meningeal artery

以下に代表症例を示す。

膜動脈選択造影ののち，Guglielmi detachable coil

73 歳，男性。転倒による頭部打撲の既往あり，そ

（GDC）コイルを中硬膜動脈内に留置し塞栓した。
造影 CT，血管造影検査および中硬膜動脈塞栓術

の 1 ヵ月後から歩行障害が出現したため脳神経外科

前に十分に説明し，御家族または患者本人から同意

外来を受診した。来院時の神経学的所見は，意識清

を得た。

明で軽度の四肢脱力（徒手筋力テストで 4／5）を認め
た。頭部 CT で両側慢性硬膜下血腫の診断となり

Ⅲ───────────────結

（Fig.1-A）
，同日穿頭血腫ドレナージ術を施行した

果─

（Fig.1-B）
。術後経過良好で自宅退院となったが 1 ヵ

症例のまとめを Table 1 に示す。年齢は 65 歳から

月後の外来受診時に左慢性硬膜下血腫再発を認めた

84 歳（平均 77.3 歳）で，6 例が男性，1 例が女性で

ため，再度穿頭血腫ドレナージ術を施行した。術前

あった。全例において初回手術は穿頭ドレナージ術

見られた右片麻痺は消失し自宅退院となった。更に

であったが，1 例（Case 4）では初回穿頭術後に急性

1 ヵ月後の外来受診時に，症状の再燃と左慢性硬膜

硬膜下外膜外血腫を認め開頭術を行った。慢性硬膜

下血腫再発を認めた（Fig.1-C）
。患者本人および家族

下血腫再発の診断後，中硬膜動脈塞栓術を施行した

から同意を得たうえで，血管造影検査を施行した。

後，5 例に再度穿頭術または開頭術を行い，2 例に

左中硬膜動脈選択造影により異常血管網の描出を認

対して経過観察を行った。中硬膜動脈塞栓術後に再

め（Fig.2）
，GDC コイルを用いて左中硬膜動脈を塞

発をきたした症例はなかった。

栓した。引き続き，局所麻酔下に穿頭血腫ドレナー
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Fig.1
Head CT scan on admission (A) showed bilateral chronic subdural hematoma (CSDH). The patient was treated with subdural drainage placement, and CSDH was well evacuated (B). Two months after the initial treatment, head CT scan showed the
recurrent CSDH on the left side (C). The patient was treated with middle meningeal artery embolization and repeated
drainage placement. Head CT scan showed no further recurrent (D).

Fig.2 Superselective middle meningeal artery angiography showed significant abnormal vascular network formation (arrowheads) and MMA embolization was performed, subsequently. (A ; AP view, B ; lateral view)

Fig.3 Histological findings.
Hematoxiline-Eosin staining of the dural sample showed that the small artery ran through the dura mater to the hematoma
membrane (A, arrows) and numerous macrocapillalies on hematoma membrane (B, arrowheads) (×100).
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ジ術を施行した。術中に硬膜の一部を組織標本とし

私達の検討では，初期治療後の慢性硬膜下血腫再

て摘出した。組織学的に，硬膜と血腫外膜との間に

発率は 8.5 %であった。過去の報告では 5〜 30 %と

は血管の連続性を認めた（Fig.3）
。術後経過良好で，

報告されており，当施設での治療成績は一般的であ

神経学的脱落所見を認めず独歩退院となった。頭部

ると考えられた。しかしこれまでのところ，中硬膜

CT では左慢性硬膜下血腫の再燃を認めなかった。以

動脈塞栓術後に再発を来した症例は認められず，有

後，外来での経過観察を行っているが 12 ヵ月間再

効な治療選択肢となりうると考えられた。

発を認めていない。

Ⅳ───────────────考

Ⅴ───────────────結
察─

語─

血腫外膜の血管構築は中硬膜動脈と密に関係して

一般的に，再発慢性硬膜下血腫に対しては，再度

おり，慢性硬膜下血腫の再発機序を考慮すると，中

の穿頭血腫ドレナージ術が有用であるとされてい

硬膜動脈塞栓術は根治的であると考えられた。私達

る。しかし，難治例に対しては開頭術やオンマヤリ

の報告では症例数が限られており，再発慢性硬膜下

ザーバー留置，硬膜下腹腔シャント術等が有効と報

血腫症例に対する本治療法の有効性を示すため，更

告されているが，中硬膜動脈塞栓術は，有効かつ低

なる症例の蓄積が望まれる。

侵襲である治療選択肢として注目されつつある

2,3,4）。

Nagahori らは慢性硬膜下血腫の血管造影所見につ
文

いて，中硬膜動脈から造影される Abnormal vascular

献

1） Nagahori T, et al: Histological study of the outer
membrane of chronic subdural hematoma: possible
mechanism for expansion of hematoma cavity. No

network を認めると報告している 1）。また，慢性硬
膜下血腫の組織像について田中らは，硬膜と血腫外

Shinkei Geka 21: 697-701, 1993.

膜との間には連絡血管が存在し，それらの境界には

2） Tanaka T, et al: Histological study of operated cases
of chronic subdural hematoma in adults: relationship

拡張した血管群（Macrocapillaries）を認めると報告
した。この Macrocapillaries が血管造影検査により

between dura mater and outer membrane.
Shinkei Geka 25: 701-705, 1997.

Abnormal vascular network として描出されると考

No

3） Tanaka T, et al: Superselective angiographic findings

えられるが，これらは新生血管であり，Gap junc-

of ipsilateral middle meningeal artery of chronic
subdural hematoma in adults. No Shinkei Geka 26:
339-347, 1998.

tion や基底膜は不完全であるため，出血および血漿
成分の漏出が容易に起こるとされている。

4） Tanaka T, et al: Histological study of vascular structure between the dura mater and the outer

今回の私達の症例において，全例で中硬膜動脈選
択造影により異常血管網を認めた。組織学的に検討

membrane in chronic subdural hematoma in an
adult. No Shinkei Geka 27: 431-436, 1999.

しえた症例では，硬膜と血腫外膜間に多数の連絡血
管と Macrocapillaries を認めており，これまでの報
告と合致する所見であった。
慢性硬膜下血腫の増大および再発は，血腫外膜か
らの持続的な出血が原因の一つと考えられており，上

■ 川口 奉洋（青森県立中央病院 脳神経外科）
〒 030-8553 青森県青森市東造道 2-1-1
TEL: 017-726-8111 / FAX: 017-726-1885
E-mail: kawaguchi@nsg.med.tohoku.ac.jp

記所見から，血腫外膜への流入血管である中硬膜動
脈を塞栓することは根治となり得ると考えられた。
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査で炎症反応高値（WBC 13000，CRP 15.5）を認め，

Ⅰ ───────────────はじめに ─

また尿中白血球増加（WBC 2+）あり尿路感染を疑う

慢 性 硬 膜 下 血 腫 （ chronic subdural hematoma:

。
所見であった。CT で左 CSDH を認めた（Fig.1-a）

CSDH）の術後再発は稀ならず経験されるが，硬膜

血腫内部は前方・後方でそれぞれ均一な低・高吸収域

下 膿 瘍 の 合 併 例 は 比 較 的 稀 で あ る 。今 回 私 達 は

として描出され正中偏位を伴っていた。
入院後経過：同日穿頭血腫ドレナージ術を施行し

CSDH 術後に硬膜下膿瘍の合併が明らかとなった一
例を経験したので報告する。

た。流出した血腫内容物は CSDH に矛盾しない所
見であった。穿頭術翌日の CT では血腫の流出は良

Ⅱ───────────────症
患

好で後方に一部残存血腫を認めるものの正中偏位は

例─

改善した（Fig.1-b）
。また，意識は清明となり片麻痺

者：74 歳，女性

も消失，同日ドレナージチューブを抜去した。術後

既往歴：慢性骨髄性白血病で化学療法施行中，完

も発熱，炎症反応高値は持続し，CT で残存血腫は
増大傾向を示した。穿頭術後 5 日目に右片麻痺，失

全寛解を維持していた。明らかな外傷歴なし。
現病歴：数日の経過で進行する意識障害と右片麻

語が出現した。SPECT で左大脳半球の血流増加を
認めたため過灌流を疑い保存的に加療した。穿頭術

痺を主訴に当院を受診した。
来院時所見：意識は JCS 20，MMT で上肢 4／5，下

後 10 日目の MRI で残存血腫は T1 強調画像で等信

肢 3／5 の右片麻痺を認めた。体温は 37.8 ℃，血液検

号，T2 強調画像で高信号を呈し被膜は強く増強さ
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れた（Fig.2-a, b, c）。拡散強調画像で残存血腫の後方
成分は高信号を呈した（Fig.2-d）
。穿頭術後 13 日目
に意識レベルが JCS 100 に低下し，CT で残存血腫
の拡大進行，正中偏位の増強を認め（Fig.3-a）
，同日
緊急で開頭術を行った。
手術所見（Fig.4）：大開頭を行い硬膜を切開すると
肥厚した血腫外膜が露出された。血腫外膜の切開後
に流出した血腫内容物は明らかな膿瘍であった。膿
瘍および血腫外膜を除去し術野を十分洗浄後ドレー
ンを挿入し閉創した。肥厚した血腫外膜の一部を病
理標本に提出した。膿瘍の培養検査では大腸菌が分
離された。
病理所見（Fig.5）：血腫外膜に連続した肉芽組織の
深部に炎症細胞の浸潤を伴った壊死組織を認めた。
化膿性炎症をあらわしており，硬膜下膿瘍に矛盾し
ない所見であった。
術後経過：術後症状は改善し抗生剤投与を継続し

Fig.1

た。開頭術後 30 日の MRI 拡散強調画像で高信号域

a: Computational tomography (CT) on admission showing
left CSDH. Anterior and posterior component of the CSDH
showed low and high density respectively.
b: Postoperative CT showing almost irrigated and evacuated
left CSDH.

。開頭術後 40 日で神経学的脱
は消失した（Fig.3-b）
落症状なく自宅退院した。

Fig.2 Magnetic resonance (MR) images at 10 days after burr-hole surgery showing an increasing left subdural mass,
appearing as isointense on T1-weighted MR image (a) and hyperintense on T2-weighted MR image (b). Capsular
enhancement of the subdural mass was revealed on T1-weighted MR image with gadolinium administration (c), and
posterior component of the subdural mass appeared strongly hyperintense on diffusion weighted MR image (d).
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Fig.4 Intraoperative photograph obtained at craniotomy
showing thickened outer membrane (arrow) and exposed brain surface after removal of subdural abscess.

Fig.3
a: CT at neurological deterioration showing increased left
subdural mass with mass effect.
b: Diffusion weighted MR image at 30 days after craniotomy showing absence of hyperintense lesion.

Ⅲ───────────────考

察─

硬膜下膿瘍は急性な経過で予後不良となることが

Fig.5 Photomicrograph of the outer membrane obtained
at craniotomy showing granulation tissue and scattered
infiltrating cells on the outer aspect of membrane (left),
and necrotic tissue and inflammatory cell infiltration on
the inner aspect of the membrane (right).

少なくなく，迅速かつ適切な治療が不可欠な神経救
急疾患である 2）。CSDH 術後の硬膜下膿瘍合併は約

2 %とされ 4），その多くは近傍の感染創からの直接
波及であり起因菌はグラム陽性菌が多い特徴があ

Hematoxylin and eosin stain, original magnification × 200.

る。
一 方 ， 感 染 性 硬 膜 下 血 腫 （ infected subdural

hematoma: ISH）は CSDH に感染が血行性に波及す

膜下膿瘍と同様 T1 強調画像で低信号，T2 強調画像

る病態として知られており，これまでの報告は 20

で高信号，造影 MRI で被膜の増強効果を呈するが，

例と稀である 1,3）。通常の硬膜下膿瘍と異なり，起

拡散強調画像では硬膜下膿瘍とやや異なり，一様な

因菌としてグラム陰性桿菌の報告が多いことも血行

低〜等信号，一様な高信号，高信号と低信号の混在

性感染を示唆する根拠となっている。ISH が健康成

など報告は様々である 1）。膿瘍と血腫の混ざり具合

人に発生することは稀で，免疫能の低下した高齢者

の関与などが推察されている。
本症例は免疫能低下状態であった可能性があり，

や糖尿病患者などで起きやすいとされる。ISH の

MRI 所見に関する報告はこれまで 4 例と少ない。硬

初診時より発熱，炎症反応高値が持続し尿路感染が
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疑われていた。また，MRI 所見は硬膜下膿瘍に合致

感染性硬膜下血腫の報告があり関連が示唆された。

する所見であったが，拡散強調画像で硬膜下貯留液

免疫能低下の疑いがある患者に CSDH の急性増悪

の前方は低信号，後方は高信号と不均一な所見を呈

を認めた場合，硬膜下膿瘍の合併も考慮する必要が

した。ISH の術後合併例の報告は過去になく，本症

あると考えられた。

例も穿頭術後に直接感染による硬膜下膿瘍を合併し
た可能性が考えやすいが，初回手術後創部に感染徴
文

候は認めておらず，また硬膜下膿瘍の起因菌は大腸

献

1） 成田恵理子, 他：拡散強調画像が診断及び治療効果判
定に有用であった感染性硬膜下血腫の 1 例. Brain and
Nerve 61
（3）
: 319-323, 2009.

菌であったことから術後血行感染による ISH を合併
した可能性も考えられた。また，穿頭術時の術中所

2） Nathoo N, et al: Intracranial subdural empyemas in
the era of computed tomography: a review of 699
cases. Neurosurgery 44
（3）
: 529-535, 1999.

見では CSDH に矛盾しない所見ではあったが，CT
で高吸収を呈した後方成分が残存していたことや初
診時より感染徴候を認めていたことから，初診時す

3） 大塚俊宏, 他：感染性硬膜下血腫が疑われた一例. No
Shinkei Geka 35
（1）
: 59-63, 2007.

でに ISH を合併していた可能性も否定できない。

4） Rohde V, et al: Complications of burr-hole craniostomy
and closed-system drainage for chronic subdural
hematomas: a retrospective analysis of 376 patients.

CSDH の術後再発は 0〜33 %と報告されている 4）。
特に免疫能低下が疑われる患者に CSDH の急性増
悪を認めた場合は，硬膜下膿瘍の合併を念頭におき

Neurosurg Rev 25
（1-2）
: 89-94, 2002.

適切に対応することが肝要と考えられた。

Ⅳ───────────────結

語─

■ 面高 俊介（現籍：東北大学 脳神経外科）
〒 980-8574 仙台市青葉区星陵町 1-1
TEL: 022-717-7230 / FAX: 022-717-7233
E-mail: omodakashunsuke@yahoo.co.jp

CSDH 術後に硬膜下膿瘍の合併が明らかとなった
一例を経験した。CSDH に感染が血行性に波及する
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に脳挫傷が確認できた（Fig.2）。いずれの検査におい

Ⅰ ───────────────はじめに ─

ても受傷部直下には頭蓋骨線状骨折や急性硬膜外血

急性硬膜外血腫は打撲部に一致した骨折線を伴

腫は認めなかった。血液生化学検査では，凝固能を

い，中硬膜動脈や静脈洞を損傷することで生じる直

含めて明らかな異常はなかった。同日入院し保存的

撃損傷により形成されることが多い

1,2,3）
。私どもは

治療を開始した。受傷 3 時間後に再検した頭部 CT

右後頭部を打撲し，その対撃損傷として左前頭部に

で軽度の血腫拡大を認めたが，臨床症状の増悪はな

急性硬膜外血腫を生じた稀な 1 例を経験したので報

かったため，保存的治療を継続した。その後は血腫

告する。

の拡大なく経過し，受傷 8 日目に症状なく退院し
た。1 ヵ月後の頭部 CT では，左前頭部の硬膜外血

Ⅱ───────────────症

腫は消失していた。

例─

9 歳，男児。2.5 m 程の高さの遊具より墜落し右

Ⅲ───────────────考

後頭部を打撲した。受傷後に 2 度嘔吐があり，当院

察─

へ救急搬送された。来院時の意識レベルは GCS 15

対撃損傷により生じた急性硬膜外血腫は非常に稀

で，右耳の難聴を訴える以外に明らかな神経脱落症

で，渉猟し得た限りでは過去に 8 例の報告をみるの

状を認めなかった。視診上は鼻出血痕に加え，右耳

みであった（Table 1）。2 例が男性で 6 例が女性で年

介後部に打撲擦過傷を認めたが，髄液耳漏や Battle's

齢は 21 歳から 68 歳といずれも成人例であり，小児

sign は認めなかった。頭部 CT では左前頭部の急性

での報告は本症例が最初であった。Okamoto らの 1

硬膜外血腫，気脳症，右錐体骨骨折を認め（Fig.1）
，

例（Case No.1）を除いた全例で受傷部位の直下に頭

頭部 MRI では同所見に加えて，左前頭葉・側頭葉

蓋骨骨折を伴っていたが，直撃損傷による頭蓋内病
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Fig.1 Head computed tomography scan showing acute epidural hematoma in the left frontal region (A) and no
evidence of skull fracture in the left frontal bone (B). Right pyramidal bone fracture and, pneumocephalus were
detected (C, D).

Fig.2 Axial T1-weighted (A) and T2-weighted (B) magnetic resonance images demonstrating acute epidural
hematoma and fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) (C) showing cerebral contusion in the left frontal region.

変の有無や病態は様々であった。来院時に重度の意

血腫を形成するメカニズムに関しては術中所見が参

識障害を伴う症例は Mishra らの 1 例（Case No.6）

考になるが， 9 例のうち 4 例で対撃損傷による急性

のみで，多くは意識清明か GCS 13 以上の軽度の意

硬膜外血腫に対して開頭血腫除去術を行っている

識障害であった。9 例中 6 例で入院後意識障害ある

（Case No.1, 3, 4, 6）。いずれも術中の所見では明ら

いは神経脱落症状の増悪を認めたが，そのうち対撃

かな動脈性出血はなく，硬膜の細小血管からの出血

損傷による急性硬膜外血腫の増大により症状を呈し

を認めるのみであった。前頭部の硬膜が頭蓋骨内板

たものは Case No.1, 3, 4 の 3 例で，残りの 3 例は直

から剥がれることで，頭蓋 − 硬膜介在血管が破綻し

撃損傷による脳挫傷，硬膜外血腫の増大（Case No.2,

出血したと推察される。中村 4）によれば後頭部打撲

7）や脳梗塞の発症（Case No.8）によるものであった。

の際には受傷部直下に生じる陽圧の 1.6 倍の陰圧が

多くの症例は後頭頭頂部を打撲して対側の前頭部に

前頭部に生じるが，もともと前頭部外側の硬膜は頭

硬膜外血腫を形成したもので，本症例も同様であっ

蓋骨内板から剥がれやすいことが知られている 1,5）。

た。この傾向は硬膜外血腫形成のメカニズムと関係

この剥がれやすい部位に大きな陰圧がかかることで

しているのではないかと思われる。出血源や硬膜外

頭蓋骨から硬膜が剥がれ，頭蓋 − 硬膜介在血管から
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Table 1 Summary of acute epidural hematoma caused by contrecoup head injury

EDH: epidural hematoma, SDH: subdural hematoma, TA: traffic accident

の出血が硬膜外血腫を形成するものと考えられて

が初めてであり，手術の適応を含めた適切な治療に

いる 1,2,3,5）。そのため，後頭頭頂部を打撲して前頭

より良好な予後が期待できる。

部に硬膜外血腫を形成した報告例が多数を占めてい

文

るものと思われる。転帰は手術の有無にかかわらず

献

1） Mitsuyama T, et al: Acute epidural hematoma caused

9 例中 8 例が良好で，他の重症頭部外傷がなく手術
のタイミングを逃さず適切に治療をすれば良好な転

by contrecoup head injury-case report. Neurol Med
Chir
（Tokyo）44: 584-586, 2004.

帰が期待できる。唯一不良な転帰を辿った濱崎ら

2） 宮崎芳彰, ほか：後頭部打撲による反衝損傷型前頭部
急性硬膜外血腫の 1 例. 脳神経外科 23（10）: 917-920,
1995.

（Case No.2）の報告例は，交通外傷により右後頭部
を打撲し，小脳の脳挫傷と第四脳室内血腫，急性水

3） 本橋蔵, ほか：後頭部打撲により対側損傷にて生じた

頭症，後頭蓋窩急性硬膜下血腫に右前頭部の急性硬

前頭部急性硬膜外血腫の 1 例. 脳神経 52（9）: 833-836,
2000.

膜外血腫を合併していた症例であった。後頭蓋窩の

4） 中村紀夫：頭部外傷の力学. 脳神経外傷 1: 7-23, 1969.

病変に対して手術を施行後，新たに前頭葉脳挫傷を

5） Sato S, et al: An atypical case of head trauma with
late onset of contrecoup epidural hematoma, cerebellar
contusion, and cerebral infarction in the territory of

認め術後 6 日目に死亡したが，右前頭部の急性硬膜
外血腫が原因で転帰が不良になったというよりは，

the recurrent artery of Heubner. J Clin Neurosci 16:

その他の頭蓋内損傷のためにこのような転帰を辿っ

834-837, 2009.

たと考えられる。

■ 高田 能行
（日本大学医学部 脳神経外科学系 神経外科学分野）

Ⅳ ───────────────ま と め─

〒 173-8610 東京都板橋区大谷口上町 30-1
TEL: 03-3972-8111 / FAX: 03-3554-0425
E-mail: takada.yoshiyuki@nihon-u.ac.jp

後頭部打撲により前頭部に急性硬膜外血腫を形成
した 1 例について報告した。小児例の報告は本症例
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その報告と今後の展望につき報告したい。

Ⅰ ───────────────はじめに ─
スポーツ外傷に興味を持つ脳神経外科医は少ない

Ⅱ───────────────方

わけではなく，個人のレベルで各スポーツ団体に協

法─

力している場合が多い。しかし，脳神経外科学会に

2007 年 4 月に日本脳神経外科学会所属 A 項，C

おいて組織だった活動があるわけではなく，社会的

項に対して，アンケート調査を葉書にて行った。調

な意味でのスポーツにおける頭部外傷の研究や予防

査内容は，2006 年 1 年間に対象施設で入院を要した

対策などが横断的になされる環境はゼロに等しかっ

スポーツ関連頭部外傷患者の性別，年齢，頭部外傷

た。

疾患分類（急性硬膜下血腫，急性硬膜外血腫，脳挫
傷，くも膜下出血，脳振盪，そのほか），原因スポー

スポーツにおける神経外傷に関して脳神経外科医
師が今まで以上に社会貢献するためには，まずは，

ツ，重症度および予後
（GOS での評価）であった。

これまで積極的に行われることがなかった本邦にお
けるスポーツ関連頭部外傷の実態を把握することが

Ⅲ───────────────結

礎になると思われた。今回，日本脳神経外科スポー

果─

回答は 217 施設より得られ，そのうち実際に対象

ツ外傷委員会と日本臨床スポーツ医学会脳神経外科

疾患を扱った施設は 104 施設であった。

部会の共同作業にてアンケート調査を行ったので，
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Fig.1 Causes of sports-related head injury.
ASH: acute subdural hematoma, SAH: subarachnoid hemorrhage, CSH: chronic subdural hematoma, AEH: acute epidural hematoma

Skate 5
Tennis 5
Boxing 4
Karate 4
Footsal 2

頭部外傷の全登録症例は 275 例であり，年齢は，

AmericanFootball 2

最高 73 歳，最低 7 歳で，平均 24.7 歳で，男性 119

Others

名，女性 56 名が含まれた。

43
0

全体の頭部外傷疾患の合計は重複があるため 309

10

20

30

40

50

60

70

80

Fig.2 Clinical distribution of sports-related head injury.

例であり，脳振盪 108，慢性硬膜下血腫 17，くも膜
下出血 33，脳挫傷 31，急性硬膜外血腫 12，急性硬

7

Snowboard

。
膜下血腫 48 が含まれた（Fig.1）
原因スポーツ別に検討すると，スノーボード 72

AmericanFootball

2

Judo

2

Ski

2

例，野球 32 例，スキー 28 例，サッカー 24 例，ラ
グビー 16 例，柔道 12 例，バスケットボール 12 例，

Others

ゴルフ，スケートボード，各 7 例，スケート，テニ

4
0

ス，各 5 例，ボクシング，空手，各 4 例，アメリカ

1

2

3

4

5

6

7

Fig.3 Frequency of the sports resulting in poor prognosis.

ンフットボール，フットサル，各 2 例，そのほか 43
例などが含まれた（Fig.2）
。
転帰としては，多くの場合軽快しているが，明ら

的に実態の調査方法として考えられる具体的なもの

かに予後が悪いと記述してあった記録（PV または

としては，教育現場での怪我などを保障する災害共

D）は 15 例であった。原因スポーツは，スノーボー

済給付機関などからの資料の提供を得る方法，小学

ド 7 例，スキー，柔道，アメリカンフットボールが

校や中学校などの保健衛生の管理統計などより情報

各 2 例，ウォーターボード，空手，野球，プロレス

を得る方法，生命保険会社などより資料の提供を受

。
が各 1 例であった（Fig.3）

ける方法，スポーツの現場からの情報として，各種
スポーツ団体が把握している受傷状況などの資料の

Ⅳ───────────────考

8

提供を受ける方法，治療現場からは，病院側から資

察─

料を受ける方法がある。

スポーツによる頭部外傷の大規模な実態調査は本

この中で，本邦では平川らが提供した災害共済給
付での検討があるのみであったが

邦においてはこれまで行わることはなかった。一般
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1）
，あくまでも教

育現場，あるいは，それに準じる範囲での事故に対

5.7 %，女子バスケットボール 5.2 %，男子バスケッ

する給付であるので，レクリエーションスポーツで

ト ボ ー ル 4.2 %，ソ フ ト ボ ー ル 2.1 %，野 球 1.2 %，

の事故の把握は全くできない。一方，生命保険会社

フィールドホッケー 1.1 %，バレーボール 0.6 %を占

などの資料も，傷害を受ける年齢層をカバーしてい

めていた 2）。学内スポーツであるので，当然ウイン

る割合は極めて低いものと考えられ，実情をつかめ

タースポーツが含まれないが，競技人口の違いから

るものではない。各種スポーツ団体に対する調査は

一概に比較はできないが，バスケットボール，野

理想的ではあるが，事故状況を把握している程度に

球，ソフトボールなどでも，頭部外傷が多く生じて

も差があり，さらに，必ずしも，快く情報を提供し

いる点は，教育現場，臨床現場でも知っておくべき

てくれるとは限らない。そこには，当該スポーツの

であろう。

危険性の公表が，誤解を招くのではという危惧，プ

受傷内容別の検討においては，脳震盪が 1／3 を占

ロのみでなく，アマチュアでもスポーツ選手の怪我

めた。全米の調査の報告では，年間の頭部外傷が

などの個人情報が公表される危惧などがあるためと

7,765 例登録され，そのうち 1,338 例が脳振盪であっ

思われる。また，正確な把握はあくまで自己申告に

た 3）。今回の調査では脳震盪の割合が多かったが，

よるところもある点も問題となる。

外来受診だけで済む軽症が含まれていなかったため

今回われわれが行った調査は，あくまでも入院患

と思われる。

者を対象としているおり，さらに，脳神経外科学会

受傷機転として，衝突と転倒で半数を占め，原因

認定の病院のみでの資料であるため，重症頭部外傷

スポーツとしてコンタクトスポーツと wheeled non-

はある範囲で把握できたものと思 われる。一方で，

motored sports が多く見られたと報告されているが，

軽症のものは他の一般施設で扱われる場合もあり，

今回の統計では，やはり原因スポーツとしては，む

頭部外傷の全体像を把握しているものではない。

しろウインタースポーツが 1／3 を占めていた。

原因スポーツ別に検討してみると，今回の調査内

脳振盪は「一旦意識が戻ればもうなにも心配がな

容を顧みると，レジャースポーツの代表であるス

い」というような誤った観念があるが，実際，脳振

ノーボード，スキーなどのウインタースポーツでの

盪はその直後の問題と，スポーツ選手のみが経験す

発生頻度の高さが注目され，実際に，両者で 1／3 以

る脳振盪の繰り返しによる慢性脳損傷も問題となっ

上を占めていた。引き続いて，競技人口の多さなど

ているので，受傷後の指導も含めて今後も注意が必

からか，野球，サッカーでの傷害が多かった。

要と思われた。
一方，今回の調査でも，生命にかかわりうる急性

また，競技人口は比較的少ないものの，ラグビー，
柔道が続いていたことからすると，競技人口あたり

硬膜下血腫，急性硬膜外血腫，脳挫傷などの重症頭

では，これらのスポーツにおける頭部外傷の頻度は

部外傷は 91 例に及び，やはり，先のウインタース

高いものと思われる。一方，これらコンタクトス

ポーツ，特にスノーボードで多く発生している。実

ポーツ以外にも，野球，バスケットボールなどで

際 の 予 後 不 良 ス ポ ー ツ も Fig.3 の ご と く ，ス ノ ー

も，傷害が比較的多く見られていることは注目に値

ボードが 7 例と傑出して多くみられることは周知す

する。また，ゴルフも 7 例報告されたが，小児では

べきである。また，あまり報告がされていないが，

ゴルフでの頭部外傷の頻度はすでに高いことが知ら

野球で急性硬膜外血腫，脳挫傷が多く，柔道，ラグ

れている。

ビーで急性硬膜下血腫が多かった点も注目に値する。

アメリカの高校生の主に学内での軽症頭部外傷

このような実態調査から，当該スポーツ関係者に

23,566 例の報告では，フットボール 63.4 %，レスリ

頭部の事故について理解していただき，今後の事故

ン グ 10.5 %，女 子 サ ッ カ ー 6.2 %，男 子 サ ッ カ ー

予防対策が関係者とともに医療側と横断的に進むこ
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文

とが望まれる。最近になり「全国柔道事故被害者の

献

1） 平川公義：スポーツにおける
「脳振盪」
の新しい考え方.
臨床スポーツ医学 19: 601-607, 2002.

会」なども設立され注目されているが，スポーツに
おける頭部外傷はこれまで以上に社会的にも認識さ

2） Powell JW, Barber-Foss KD: Traumatic brain injury

れるべき問題であると思われる。

in high school athletes. JAMA 8: 958-963, 1999.
3） Kozlowski KF, Leddy JJ, Tomita M, Bergen A,

われわれ医療従事者も，今回のごとくのスポーツ

Willer BS: Use of the ICECI and ICD-10 E-Coding
structures to evaluate causes of head injury and
concussion from sport and recreation participation in
a school population. NeuroRehabilitation 22: 191-198,
2007.

関連頭部外傷の発生状況の継続的調査を元に，脳震
盪などを含めた頭部外傷の重要性について，啓発活
動をこれまで以上に続けていく必要があると思われ
る。
追 記
本稿の要旨は，臨床スポーツ医学 25 巻 4 号 2008 年，309
〜312 頁「スポーツにおける頭部外傷（頻度，分類，特殊
性など）」に掲載されたものを，出版社（文光堂）の許可を

■ 谷 諭（東京慈恵会医科大学 脳神経外科）
〒 569-1124

得て，再構成した。
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東京都港区西新橋 3-25-8
E-mail: tani@jikei.ac.jp

一般社団法人 日本脳神経外傷学会
第1章

総則

（名称）
第 1 条 本法人は，一般社団法人日本脳神経外傷学会
（The Japan Society of Neurotraumatology, JSNT）
と称する。
（主たる事務所）
第 2 条 本法人は，主たる事務所を，東京都港区西新橋
三丁目 25 番 8 号東京慈恵会医科大学脳神経外
科学講座内に置く。
（目的等）
第 3 条 本法人は，国民全体の保健・医療・福祉に寄与
するため，脳・脊髄及び末梢神経系の外傷に関
する医学の進歩の促進を図り，広く知識の交流
を行うことを目的とし，その目的を達成するた
めに，以下の事業を行う。
（1）学術集会の開催
（2）機関誌「神経外傷（Neurotraumatology）」
の発行
（3）その他，本法人の目的を達成するために必
要な一切の事業
（公告方法）
第 4 条 本法人の公告方法は，本法人の主たる事務所の
公衆の見えやすい場所に掲示して行う。

第2章

会員及び社員

（会員）
第 5 条 本法人の会員は，次の 3 種とする。
（1）正会員
本法人の目的に賛同し，所定の入会手続き
を経た医師及び研究者等
（2）名誉会員
本法人に特に功労のあった者で，社員総会
において承認された者
（3）賛助会員
本法人の事業を賛助するため所定の入会手
続きを経た個人または団体
2 本法人の会員は，学術集会に参加し，研究発表
を行い，機関誌「神経外傷」の配布を受けるこ
とができる。
（入会）
第 6 条 本法人に正会員又は賛助会員として入会を希望
する者は，所定の用紙に必要事項を記入し，初
年度分の年会費を添えて本法人事務局に申し込
むものとする。
2 理事会は，入会の申し込みがあった者について
審査をし，正会員については，理事会による承
認をもって，本法人の正会員となる。
（年会費）
第 7 条 正会員及び賛助会員は，定款施行細則（以下

定款

「細則」という）に定める年会費を納入しなけ
ればならない。
2 既納の会費については，理由の如何を問わずこ
れを返却しない。
3 名誉会員については，年会費を免除する。
（任意退会）
第 8 条 退会を希望する会員は，その旨を本法人事務局
に届け出ることにより，任意にいつでも退会す
ることができる。ただし，未払いの会費がある
場合は，その納入後に退会できるものとする。
（除名）
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合
は，社員総会の特別決議により当該会員を除名
することができる。ただし，この場合，当該会
員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければ
ならない。
（1）本定款及び細則に違反した場合
（2）本法人の名誉を傷つけ，または本法人の目
的に反する行為をした場合
（3）連続して 2 年間，年会費の納入を怠った場合
（4）その他，除名すべき正当な事由があった場合
（会員資格の喪失）
第 10 条 前 2 条の場合によるほか，
次のいずれかに該当す
るに至った場合は，
会員はその資格を喪失する。
（1）総正会員の同意があった場合
（2）会員の死亡又は解散
（社員資格の得喪に関する規定）
第 11 条 本法人の正会員の中より，細則の規定に基づき，
社員を選任する。
2 前項の規定により選任された社員をもって，一
般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以
下「一般社団・財団法人法」という）上の社員
とする。
3 社員はいつでも辞任することができ，辞任しよ
うとする者は，辞任届を本法人事務局に提出し
なければならない。
4 前項の場合によるほか，本法人の社員は，以下
の事由により，その社員たる資格を喪失する。
ただし，未履行の義務については，これを免れ
ることはできない。
（1）第 8 条乃至第 10 条に規定する本法人の会員
資格の喪失事由に該当するに至った場合
（2）総社員の同意があった場合

第3章

役員及び役職

（役員）
第 12 条 本法人には，次の役員を置く。
（1）理事 3 名以上
（2）監事 1 名以上 2 名以内
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2 理事のうち，1 名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって，一般社団・財団法人法
上の代表理事とする。
（理事の職務）
第 13 条 理事は，理事会を組織し，法令及び本定款で定
めるところにより，本法人の職務を執行する。
2 理事長は，本法人を代表し，学術集会を含め，
本法人の業務を総括する。
（監事の職務）
第 14 条 監事は，一般社団・財団法人法第 99 条乃至第 104
条の職務を行い，これを社員総会に報告する。
2 監事は，理事会に出席し，必要があると認める
ときは，意見を述べなければならない。
（役員の選任及び解任）
第 15 条 理事及び監事は，本法人の社員の中から，社員総
会の決議において選任する。ただし，必要に応
じて社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事長は，法令の規定に基づき，理事会の決議
により選定する。ただし，その選定については，
再任を妨げないが，連続して 2 期（4 年）を超
えることはできない。
3 理事及び監事は，法令の規定に基づき，社員総
会の決議において，解任することができる。
4 理事長は，法令の規定に基づき，理事会の決議
により解職することができる。
（役員の任期）
第 16 条 理事の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとし，監事の任期は，選任後 2 年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時までとする。
2 前項の任期中といえども，理事については，満
65 歳となる日の属する事業年度にかかる定時社
員総会の終結の時に任期満了となる。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は，
前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一
とする。
4 補欠により選任された監事の任期は，前任者の
任期の残存期間と同一とする。
（役員報酬）
第 17 条 理事及び監事は，無報酬とする。

第４章

会議

（会議）
第 18 条 本法人には，その業務を遂行するにあたり，次
の会議を置く。
（1）社員総会
（2）理事会

第5章

社員総会

員総会の 2 種とする。定時社員総会は，毎事業
年度末日の翌日から 3 箇月以内に開催する。臨
時社員総会は，その必要がある場合に随時これ
を招集する。
2 臨時社員総会は，次の各号の一に該当する場合
に開催する。
（1）理事会が必要と認め，招集の請求をしたとき
（2）総社員の議決権の 5 分の 1 以上から会議の
目的である事項及び招集の理由を記載した
書面をもって招集の請求があったとき
（招集）
第 20 条 社員総会は，理事会決議に基づき，理事長が招
集する。
2 理事長は，前条第 2 項第 2 号に該当する場合は，
その書面の到達した日から 30 日以内の日を会
日とする臨時社員総会の招集通知を発しなけれ
ばならない。
3 社員総会を開催するときは，会日より 7 日前ま
でに，開催日時，場所及び議題を記載した書面
をもって，各社員に対して通知を発しなければ
ならない。
４ 社員総会は，その総会において議決権を行使す
ることができる社員全員の同意があるときは，
招集手続を経ずに開催することができる。
（決議方法）
第 21 条 社員総会は，総社員の議決権の過半数を有する
社員の出席（書面議決者及び議決委任者による
みなし出席も含む。
）がなければ，議事を行い，
議決することができない。
2 やむをえない理由のため社員総会に出席できな
い社員は，あらかじめ通知された事項について
書面をもって議決権を行使し，または他の社員
を代理人として議決を委任することができる。
3 前項の場合，その社員は出席したものとみなす。
4 社員総会の決議は，法令又は本定款に別段の定
めがある場合を除き，出席社員の議決権の過半
数をもってこれを決する。
（議決権）
第 22 条 社員総会において，各社員は各 1 個の議決権を
有する。
（議長）
第 23 条 社員総会の議長は理事長が行う。ただし，理事
長に事故があるときは，当該社員総会において
選任された他の理事がこれを行う。
（議事録）
第 24 条 社員総会の議事については，議事録を作成し，
これに議事の経過の要領及びその結果並びに法
令で定める事項を記載し，議長及び議事録作成
に係る職務を行った理事が署名又は記名押印し
なければならない。

（社員総会）
第 19 条 本法人の社員総会は，定時社員総会及び臨時社
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第6章

理事会

（種類）
第 25 条 本法人の理事会は，通常理事会及び臨時理事会
の 2 種とする。
2 通常理事会は，毎事業年度に 2 回開催（ただし，
4 ヵ月を超える間隔で開催）する。
3 前項の通常理事会において，理事長は，自己の
職務の執行の状況を理事会に報告しなければな
らない。
4 臨時理事会は，次の各号の一に該当する場合に
開催する。
（1）理事長が必要と認めたとき
（2）理事長以外の理事から会議の目的である事
項を記載した書面をもって招集の請求が
あったとき
（3）監事から会議の目的である事項を記載した
書面をもって招集の請求があったとき
（招集）
第 26 条 理事会は，理事長が招集する。
2 理事長は，前条第 4 項第 2 号及び第 3 号に該当
する場合は，その請求のあった日から 5 日以内
に，14 日以内の日を会日とする臨時理事会の招
集通知を発しなければならない。
3 理事会を開催するには，会日より 7 日前までに，
開催日時，場所及び議題その他法令に定める事
項を記載した書面をもって，各理事及び各監事
に対して通知を発しなければならない。ただし，
理事及び監事全員の同意がある場合には，招集
の手続きを経ることなく開催することができ
る。
（決議方法）
第 27 条 理事会の議長は，理事長が行う。ただし，理事
長に事故あるときは，当該理事会において選任
された他の理事がこれを行う。
2 理事会は，理事現在数の過半数の出席がなけれ
ば，議事を行い，議決することができない。
3 理事会の決議は，出席した理事の過半数をもっ
て決する。
4 理事が理事会の決議の目的である事項について
提案をした場合において，理事の全員が当該議
案につき書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは，当該議案を可決する旨の理
事会の決議があったものとみなすことができ
る。ただし，監事が当該提案につき異議を述べ
た場合はこの限りではない。
（議事録）
第 28 条 理事会の議事については，議事録を作成し，こ
れに議事の経過の要領及びその結果並びに法令
で定める事項を記載し，議長及び出席した理事
長並びに出席した監事は，これに署名又は記名
押印しなければならない。

第7章

基金

第8章

計算

（基金を引き受ける者の募集）
第 29 条 本法人は，基金を引き受ける者の募集をするこ
とができる。
2 基金の募集，割当て及び払込み等の手続きにつ
いては，理事会の決議により別に定める「基金
取扱規程」によるものとする。
（基金の拠出者の権利に関する規定）
第 30 条 拠出された基金は，基金拠出契約に定める期日
まで返還しない。
（基金の返還の手続）
第 31 条 基金の拠出者に対する返還は，返還する基金の総
額について定時社員総会における決議を経た後，
理事の過半数の決定したところに従って行う。
（代替基金の積立て）
第 32 条 基金の返還を行うため，返還される基金に相当
する金額を代替基金として積み立てるものと
し，これを取り崩すことはできない。
（基金利息の禁止）
第 33 条 基金の返還に係る債権には，利息を付すること
ができない。

（事業年度）
第 34 条 本法人の事業年度は，毎年 1 月 1 日から 12 月
31 日までの年１期とする。
（計算書類）
第 35 条 理事長は，毎事業年度，次の書類及び附属明細
書を作成して，監事の監査を受け，理事会の承
認を経た後，定時社員総会に提出し，3 の書類
についてはその内容を報告し，1，2 及び 4 の各
書類については承認を求めなければならない。
（1）貸借対照表
（2）損益計算書（正味財産増減計算書）
（3）事業報告書
（4）剰余金の処分又は損失の処理に関する議案
（剰余金の処分制限）
第 36 条 本法人は，会員，社員，その他の者又は団体に
対し，剰余金の分配を行うことはできない。

第9章

定款等変更，合併及び解散等

（定款等変更）
第 37 条 本定款及び細則を変更するには，総社員の半数
以上であって，かつ総社員の議決権の 3 分の 2
以上の賛成を得た社員総会の決議によらなけれ
ばならない。
（合併等）
第 38 条 本法人は，社員総会において，総社員の半数以
上であって，かつ総社員の議決権の 3 分の 2 以
上の決議により，他の一般社団・財団法人法上
の法人との合併，事業の全部又は一部の譲渡及
び公益目的事業の全部を廃止することができる。


神経外傷 Vol.33 2010

（解散）
第 39 条 本法人は，一般社団・財団法人法第 148 条第 1
号，第 2 号及び第 4 号乃至第 7 号までに規定す
る事由によるほか，社員総会において，総社員
の半数以上であって，かつ総社員の議決権の 3
分の 2 以上の決議により解散することができる。
（残余財産の分配）
第 40 条 本法人が解散等により清算するときに有する残
余財産は，各社員に分配しない。
2 前項の場合，本法人の残余財産は，国又は地方
公共団体，本法人と類似の事業を目的とする公
益社団法人又は公益財団法人，あるいは公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第 5 条第 17 号イ乃至トに掲げる法人に寄付す
るものとする。

第 10 章

（最初の事業年度）
第 43 条 本法人の最初の事業年度は，本法人成立の日か
ら平成 22 年 12 月 31 日までとする。
（定款に定めのない事項）
第 44 条 この定款に定めのない事項については，すべて
一般社団・財団法人法及びその他法令によるも
のとする。
以上，一般社団法人日本脳神経外傷学会を設立するため，
設立時社員の定款作成代理人である司法書士宮田浩志は，
電磁的記録である本定款を作成し，電子署名する。
平成 22 年 1 月 4 日
設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員

附則

（設立時社員の氏名及び住所）
第 41 条 本法人の設立時社員の氏名及び住所は，次のと
おりとする。
（省略）
（設立時理事，設立時理事長（設立時代表理事）及び設立時
監事）
第 42 条 本法人の設立時理事，設立時理事長（設立時代
表理事）及び設立時監事は，次のとおりとする。
（省略）

重森
小川
小野
片山
島
鈴木
山木
有賀

稔
武希
純一
容一
克司
倫保
垂水
徹

上記設立時社員の定款作成代理人 司法書士 宮田 浩志
※ 平成 22 年 1 月 4 日 施行

定款施行細則
第1章

総則

第2章

社員

（総則）
第 1 条 本定款施行細則（以下「本細則」という）は，
一般社団法人日本脳神経外傷学会定款（以下
「定款」という）に基づき，定款の施行及び本
法人の管理運営につき必要な事項を定める。

（選出）
第 2 条 社員は，正会員の中から，社員選出委員会の審
査により選出する。
2 前項により選出された者は，理事会に承認され
ることにより，本法人の社員となる。
3 社員の任期は，選任後 2 年以内の最終の事業年
度に関する定時社員総会の終結の時までとす
る。ただし，再任を妨げない。
4 前項の任期中といえども，満 65 歳となる日の
属する事業年度にかかる定時社員総会の終結時
に任期満了となる。
5 社員は，一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（以下「一般社団・財団法人法」という）
上の社員として社員総会を組織し，定款及び本
細則並びに法令に従い，必要事項を審議し決議
する。
（審査申込）
第 3 条 社員になるため審査を受けようとする正会員
（以下，
「社員候補者」という）は，前条第 1 項
の社員選出委員会の審査を受けるためには，現
職の理事 3 名の推薦状と過去の脳神経外傷に関
する業績に関する資料等を，本法人所定の審査
申込書に添えて，本法人事務局へ提出しなけれ
ばならない。ただし，審査申込時において満 65
歳に達している者は，審査申込をすることはで
きない。
（社員資格）
第 4 条 社員候補者は，前条の審査申込時において，以下
のいずれかの条件を具備していることを要する。
（1）3 年以上日本脳神経外傷学会（前身の任意
団体である日本神経外傷学会を含む）の会
員であること。
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（理事会への報告）
第 11 条 選出委員会は，その審査の結果を理事会に報告
しなければならない。
2 理事長は，理事会の決議を経て，速やかに審査
申請者に対して審査の結果を通知しなければな
らない。

（2）過去 5 年間に，日本脳神経外傷学会の学術
集会にて発表した者（筆頭の場合は 1 回以
上，共同発表の場合は 3 回以上）
，または本
法人の機関誌に筆頭著者としてその論文が
掲載された者
（社員再任候補者）
第 5 条 社員再任候補者についても，第 2 条乃至第 4 条
に定める手順に従い選出されるものとする。
（選出情報の公開）
第 6 条 理事長は，社員の選出が行われる年の 1 月末日
までに，次の各項を含む情報を学会の機関誌に
掲載し，公開するものとする。
（1）選出する社員の総数
（2）社員候補者が提出する審査申請用紙の交付
請求締め切り期日
（3）前項の申請書の受理締め切り期日
（疑義）
第 7 条 社員の選出に関して疑義が生じたときは，理事
会の決議に基づき処理するものとする。

第3章

第４章

年次会長

（年次会長）
第 12 条 本法人は，社員の中から，年次会長 1 名を置く
ことができる。
2 年次会長は，本法人の年 1 回の学術集会を主催
する。
（選任）
第 13 条 年次会長は，当該年度の学術集会の開催前に，
学務委員会の推薦に基づき，社員総会及び会員
総会の承認を受けて選任する。
（任期）
第 14 条 年次会長の任期は，学術集会の終了時から次年
度の学術集会終了時までとする。

社員選出委員会

（選出委員会）
第 8 条 社員選出委員会（以下「選出委員会」という）
は，次の各号に定める社員選出委員（以下「選
出委員」という）をもって構成する。
（1）理事
2名
（2）総務委員
1名
（3）社員
5名
（選出委員の選任）
第 9 条 選出委員の選任は，以下に従うものとする。
（1）審査前年中の理事会において選出委員及び
委員長を選任し，理事長がこれを委嘱する。
（2）選出委員の任期は 2 年とし，再任を妨げない。
（3）選出委員に欠員を生じた場合には，理事会
の決議に基づき，速やかにこれを補充する
ものとする。
2 選出委員は，その任期中に前条各号の資格を喪
失した場合には，選出委員たる資格も喪失する。
（選出委員会の開催）
第 10 条 選出委員会は次の各項にしたがって開催される。
（1）前条第１項の規定に基づき選任された委員
長が，必要に応じて選出委員会を招集する。
（2）選出委員会は，現在数の 3 分の 2 以上が出
席しなければ，議事を行い決議することが
できない。なお，書面による意思の表示は，
出席とは認めない。
（3）選出委員会における議事は，出席委員の過
半数をもって決する。
（4）選出委員会の議事録は委員長が作成し，議
事録作成者たる委員長が署名又は記名押印
し，本法人の事務局に保管するものとする。

第5章

学術集会

（学術集会）
第 15 条 本法人は，年 1 回学術集会を開催する。
2 年次会長は，学術集会を主催する。
3 学術集会において演者として発表する者，司
会・座長を行う者は，本法人の会員でなければ
ならない。

第6章

学務委員会

（学務委員会）
第 16 条 本法人に，学務委員会を置く。
2 学務委員会には，互選により委員長 1 名を置く。
（学務委員）
第 17 条 学務委員会は，次の各号に定める学務委員を
もって構成する。
（1）年次会長
（2）次年次会長
（3）前年次会長
（4）理事長の推薦による理事 5 名
2 学務委員の任期は，選任後 2 年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時社員総
会の終結の時までとする。ただし，再任は妨げ
ないものとする。
3 学務委員は，その任期中に第 1 項各号の資格を喪
失した場合には，学務委員たる資格も喪失する。
（学務委員会の開催）
第 18 条 学務委員会は次の各項にしたがって開催される。
（1）第 16 条第 2 項の規定に基づき選任された委
員長が，必要に応じて学務委員会を招集す
る。
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（2）学務委員会は，現在数の 3 分の 2 以上が出
席しなければ，議事を行い決議することが
できない。なお，書面による意思の表示は，
出席とは認めない。
（3）学務委員会における議事は，出席委員の過
半数をもって決する。
（4）学務委員会の議事録は委員長が作成し，議
事録作成者たる委員長が署名又は記名押印
し，本法人事務局に保管するものとする。
（学務委員会の権限）
第 19 条 学務委員会は，次の各号に定める議事につき審
議し，決議する。
（1）年次会長の推薦
（2）総務委員の推薦
（3）各委員会の委員長の選任
（4）その他，理事会に諮るべき重要な事項
（理事会への報告）
第 20 条 学務委員会は，議事の結果を理事会に報告しな
ければならない。

第7章

（2）事業にともなう収入
（3）資産から生ずる果実
（4）寄付金品
（5）その他の収入
（経費）
第 25 条 本法人の事業を遂行するために必要な経費は，
前条の資産をもって支弁する。
（事業計画，収支予算）
第 26 条 本法人の事業計画及びこれにともなう収支予算
は，毎会計年度の開始前に理事長が編成し，理
事会の決議を経て社員総会の承認を得なければ
ならない。
（収支決算）
第 27 条 本法人の収支決算は，毎会計年度終了後に理事
長が作成し，監事の監査を受け，理事会の決議
を経て社員総会の承認を得なければならない。
（会費）
第 28 条 本法人の会費は次のとおりとする。
（1）正 会 員 金
6,000 円
（2）賛助会員 金 100,000 円

総務委員会

（総務委員会）
第 21 条 本法人に，総務委員会を置く。
2 総務委員会には，委員長 1 名を置き，総務担当
理事がこれにあたる。
3 総務委員会は，本法人の総務及び庶務並びに財
務会計に関する業務を行うとともに，各種委員
会の業務を補佐する。
（総務委員）
第 22 条 総務委員会は，3 名以上 6 名以内の総務委員を
もって構成する。
2 前項の総務委員は，学務委員会の推薦に基づき，
理事会で承認された者をもって構成する。
3 総務委員の任期は，選任後 2 年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時社員総
会の終結の時までとする。ただし，再任は妨げ
ないものとする。

第8章

委員会

（委員会）
第 23 条 本法人には，理事会において別に定める「委員
会設置規程」に基づき，必要に応じて各種委員
会を置くことができる。
2 各委員会の具体的任務及びその構成員等につい
ては，定款又は細則に別段の定めがある場合を
除き，
「委員会設置規程」によるものとする。

第9章

会計

（資産）
第 24 条 本法人の資産は，次のとおりとする。
（1）会費

第 10 章

施行細則の改正

（改正）
第 29 条 本細則の改正は，総社員の半数以上であって，
総社員の議決権の 3 分の 2 以上の賛成を得た社
員総会の決議によらなければならない。

第 11 章

附則

（設立時学務委員）
第 30 条 本法人の設立時学務委員は，次のとおりとする。
設立時学務委員長 重森
稔
設立時学務委員
有賀
徹
同
小川 武希
同
小野 純一
同
片山 容一
同
島
克司
同
鈴木 倫保
同
山木 垂水
第 31 条 本法人の前身である任意団体「日本脳神経外傷
学会」の権利義務の一切は，本法人が承継する
ものとする。
第 32 条 前条の任意団体の会員は，本法人の成立をもっ
て，本法人の正会員，名誉会員又は賛助会員と
なる。
第 33 条 定款第 11 条及び細則第 2 条乃至第 3 条の規定に
かかわらず，本法人の成立をもって，別紙社員
名簿記載の者を本法人の社員とする。
第 34 条 本法人の設立時社員及び前条の社員の任期は，
本法人成立後 2 年以内の最終の事業年度に関す
る定時社員総会の終結の時までとする。
※ 平成 22 年 10 月 26 日「第 8 条」改正
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委員会設置規程
（総則）
第 1 条 本規程は，一般社団法人日本脳神経外傷学会
（以下「本法人」という）の定款及び定款施行
細則（以下「細則」という）の規定に基づき，
本法人の運営，会務の遂行に関し各種委員会を
設置するために必要な事項を定めるものとす
る。
2 本法人の委員会は，定款又は細則に別段の定め
がある場合を除き，その構成，運営，任期等に
ついて，本規程に従うものとする。
（種別）
第 2 条 本法人には，以下の委員会を設置するものとす
る。
（1）学務委員会
（2）総務委員会
（3）社員選出委員会
（4）機関誌編集委員会
（5）国際神経外傷委員会
（6）学術評議員評価委員会
（7）その他各種委員会
（任務）
第 3 条 前条に定める委員会は，それぞれ下記各号に規
定する事項を任務とする。
（1）学務委員会
① 細則第 19 条に定める業務
（2）総務委員会
① 本法人の総務及び庶務並びに財務会計に
関する業務
② 前条各号に定める各委員会の業務の補佐
（3）社員選出委員会
① 社員資格の審査
② 社員の選出
（4）機関誌編集委員会
① 本法人の機関誌「神経外傷」の編集・発
行に関する業務
（5）国際神経外傷委員会
① 神経外傷治療に関する国際的協力活動
② 諸外国における治療方針等の調査，研究，
検討
（6）学術評議員評価委員会
① 学術評議員の資格審査
② その他，学術評議員に関する一切の業務
（7）その他各種委員会
① その他各種委員会の任務は，第９条によ
り定める個別の委員会規程に従うものと
する。
2 各委員会は，必要に応じて，委員会の活動内容
についての報告を理事会にしなければならない。
また，理事会から報告を求められたときは，直
ちにその活動内容の報告をしなければならない。

（委員長及び委員会の構成員）
第 4 条 各委員会には，委員長 1 名を置くものとし，定
款又は細則に別段の定めがある場合を除き，本
法人の社員の中から学務委員会の決議において
選定する。
2 委員長は，委員会の議長となり，委員会の会務
を総括する。
3 委員長は，委員会を構成する委員を，本法人の
会員，社員，役員あるいは学識経験者等の中か
ら委員会の運営に必要な人数を指名する。
4 委員長は，前項の規定に基づき委員を指名した
後，委員会の構成員を理事会に報告し，その承
認を得なければならない。
（任期）
第 5 条 委員長の任期は，定款又は細則に別段の定めが
ある場合を除き，当該委員長の理事としての任
期に従うものとし，理事として任期満了を迎え
た場合には，委員長の任期も満了となる。ただ
し，再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず，第 9 条の規定に基づ
き定める各委員会規程に別段の定めを設けるこ
とができる。
（会議）
第 6 条 各委員会の会議は，必要に応じて，委員長が随
時招集する。
2 各委員会の議事は，出席した委員の過半数を
もって決する。
3 委員長は，必要があると認めるときは，会議の
招集を行わず，書面又は電子メールによって委
員の意見を求めることにより，各委員会の決議
に代えることができる。この場合においては，
委員長はその結果を各委員に報告しなければな
らない。
4 委員長は，適当と認める者に対して，参考人と
して各委員会の会議への出席を求め，資料の提
出，意見の開陳，説明その他必要な協力を求め
ることができる。
（議事録）
第 7 条 各委員会の審議については，その経過及び結果
の概要を記載又は記録した議事録を作成する。
（事務局）
第 8 条 各委員会は，その業務を処理するため必要があ
る場合には，事務局を置くことができる。
2 事務局については，本法人の職員若干名をもっ
て構成する。
3 事務局の職員は，各委員会の委員長の指示に基
づき，会議日程の調整，議題資料の作成，会場
整備などの業務を行う。
（各委員会規程）
第 9 条 本法人に設置される各委員会において，委員会
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の運営に必要がある場合は，各委員会の発議に
より，学務委員会が審査し，理事会の承認を得
て，個別に委員会規程を定めることができる。
（その他の委員会）
第 10 条 本法人の運営，会務の遂行に関して必要がある
場合には，学務委員会の決議に基づき，理事会
の承認を得て，第 2 条各号に定める以外にも委
員会を設置することができる。
2 前項の規定により委員会を設置する場合，本規
程の全部又は一部を適用するか，もしくは別に
その委員会のみに適用される規程を設けるかを
学務委員会で検討し，学務委員会の決議に基づ
き，理事会の承認を得て実行するものとする。

（委員会の廃止）
第 11 条 本法人の運営，会務の変更，廃止等により，委
員会が必要がなくなった場合は，学務委員会の
決議に基づき，理事会の承認を得て各委員会を
廃止することができる。
2 前項の規定にかかわらず，定款又は細則により
設置された委員会の廃止については，定款又は
細則の改廃に関する規定に従うものとする。
（改廃）
第 12 条 本規程の改廃は，理事会の決議により行う。
※ 平成 22 年 3 月 4 日「第 4 条第 1 項」改正
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投稿／執筆規定

■ 著者には 1 名以上の日本脳神経外傷学会会員を含む必要があります。
■ 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。

Ⅰ．総説・原著・症例報告
１．原稿は以下に示す体裁で記載して下さい。

a. 英文抄録（300 語）をつけて下さい。
b. 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。

c. 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。
d. 原稿内容を 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。

e. 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。

f.

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下さい。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。

g. 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。

h. 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 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。
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Ⅱ．短報
《短報：投稿規定》
● 執筆分量
基本的に 400 字詰め原稿用紙換算で 10 枚以内（刷り上がり・２頁）
＊ 最大でも 400 字詰め原稿用紙換算で 20 枚以内
＊ 上記制限には，表紙・図表（3 点以内，なくても可）・図説・文献等を含みます。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。
● 送付内容
論文原稿（表紙，本文，文献，図表の説明）…… 3 部
図表 …… 学会発表で使用したもの等，データ形式でお送りいただいて結構です。
原稿内容を CD-R 等のメディアに収録し，印字された原稿と同時にお送り下さい。なお，メディアは返却しま
せんので予め御了承下さい。
● 論文審査について
編集委員会による査読審査があります。

《短報：執筆規定》
● 原稿の体裁

1）原稿サイズは A4 版を用いて下さい。
2）原稿は「表紙→本文→図，表の説明文」の順とし，必ず本文から通しナンバーを入れて下さい。
＊ 和文抄録，Abstract（英文抄録）
，key words については不要とします
＊ 文献は 5 編以内とし，アルファベット順に以下の形式で記載して下さい。
《雑

誌》著者名（筆頭著者のみ）
，他（et al.）
: 題名. 誌名, 巻号数 : 頁-頁, 西暦発行年.

《書

籍》著者名（筆頭著者のみ）
，他（et al.）
: 題名. 書名, 編者名（編）, 発行所, 発行地, 西暦発行年, 頁-頁.

3）表紙には，日本語，英語の両方で以下のデータを記して下さい。
① 論文タイトル

② 著者名

③ 所属

④ 連絡先

● 記述言語
本文の使用言語は日本語のみとします。ただし，① 専門用語，② 原語で記載すべき箇所，③ figure legends に
ついては英語で記述することとします。
● 本文の構成
本形式は論文概要であり，full paper に対する導入，前書きではないので問題，目的，解決法，結果を明瞭かつ
簡潔にまとめて下さい。なお，研究費交付および謝辞などは，本文の末尾に表記して下さい。
● 著作権，出版権について

1）他の雑誌，単行本の図・表などをそのまま，もしくは修正を加えて引用するときは，著作権規定に照らした
引用許可を得ることが必要です。その際，出典を明らかにし，引用許可を受けていることを図・表の説明に
英文で明記して下さい。また，出版社や著者から得た許可証を原稿に添えて提出して下さい。
2）本誌に掲載された論文（figure と table を含む）の著作権と出版権は，日本脳神経外傷学会機関誌編集委員会
に帰属します。
● 著書校正について

1 回のみ行います。
● 別刷について
本形式の論文については基本的にお作り致しません。
● その他の要領については総説・原著・症例報告の「執筆規定」に準じます。
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《 短報投稿に関するご注意》
このほか，本形式での論文にはその性質上，以下の場合が想定されますのでご留意のうえ適宜ご対応下さい。

1）すでに他誌に full paper が掲載されている，あるいは掲載が決定している論文を短報として今回投稿する場合
・ 本誌掲載の際，脚注として，すでに他誌に掲載されているあるいは掲載が決定している full paper が存在
する旨を明記させていただきますので，投稿の際，① 共著者，② 論文タイトル，③ 誌名，④ 巻数，⑤ 発
刊年，⑥ ページ数，を明示し該当箇所のコピーを同封下さい。
・ 先行の刊行物の版権保持者に自著の二次刊行物として他誌掲載許可をとって下さい。
・ 図表の再使用については，上記の許可がとれた際には再使用可能とします。その際は出典箇所を（筆頭著
者名，発刊年）を明記して下さい。

2）将来他誌に full paper として投稿する場合
・ 図表については full paper への掲載をご優先頂くか，まったく同一のものにならないよう適宜ご対応下さ
い。

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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