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Medical malpractice litigation related to
neurotrauma

KATSUJI SHIMA

Department of Neurosurgery, National Defense Medical College

Neurosurgery has been considered a high–risk specialty.
According to judicial precedents, the cerebral aneurysm and
other cerebrovascular disorder have the majority to the number
of the malpractice litigations, and the head injury is 20% or less.
The purpose of this study was the analysis of diagnostic and
therapeutic malpractice litigation in the field of neurotrauma-
tology.  Five litigation cases were assessed using recent judg-
ments of Japanese courts.  Two cases were sued despite defen-
sible managements at the acute stage of trauma.  Other 3 cases
were suits for inadequate treatment based on failed diagnosis
at the chronic stage.  On the basis of previous judgments, some
considerations and recommendations are suggested for subse-
quent litigation.
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特別寄稿

Ⅰ───────────────はじめに─

脳神経外科領域における医療訴訟は，開頭術など

元々高度な技術が必要とされる治療行為に加えて，

近年導入された血管内手術や神経内視鏡下手術な

ど，医療技術の進歩と多様化に伴い増加している。

医療事故調査会（医療事故の鑑定を柱に活動をして

いる医療従事者の会で 1995 年に設立）が，患者・家

族から依頼を受けた鑑定件数は，1995 年から 2005

年の約 10 年間に 733 件あり，診療科別内訳では脳神

経外科が最多の 123 例（13%）で，その 2／3 は医療過

誤だったと公表している（http://www.reference.co.jp/

jikocho/data.html）。また，医療事故情報センター（医

療過誤訴訟を患者の立場で支援する弁護士グループ

が 1990 年に設立）が，2 年に 1 回全国約 50 ヵ所で 1

日 5 時間だけ行う医療事故全国一斉相談受付では，

2009 年の第 10 回目には 519 件の相談があり，脳神

経外科は産婦人科とほぼ同数の 35 件で，診療科とし

て上位の相談件数であった（http://www3.ocn.ne.jp/

~mmic/）。米国では，米国医師会（AMA）が，2008 年

8 月のホームページ（http://www.ama-assn.org）に米国

における医療訴訟危機マップを載せ，17 州が危機状

態にあるとし，特に産科，地方の家庭医，脳神経外

科医およびハイリスク専門医が医療訴訟を提起され

やすく影響を受けていると指摘した。

本稿では，わが国における最近の神経外傷関連の

医療訴訟について，実際の訴訟例を用いて解説する。

Ⅱ───────脳神経外科疾患と医療訴訟─

最高裁判所が毎年発表している統計（http://www.

courts.go.jp/saikosai/）によると，医事関係訴訟の処

理件数は，過去 10 年間で倍増している 1,6,7）。しか

し，診療科別の訴訟件数では，脳神経外科は外科に

一括されているため，その詳細は不明である。そこ

で，別に公表されている医療訴訟の裁判例からの集
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計によれば，脳神経外科疾患のなかでは，脳動脈瘤

を中心に脳血管障害が過半数を占め，頭部外傷は

20%弱である 1,6,7）。

脳血管障害の訴訟で多いのは脳動脈瘤で，部位は

破裂例では前交通動脈で未破裂例では内頸動脈が多

い 1）。いずれも難度の高い手術手技や検査手技に対

する過失や術前の説明（インフォームド・コンセン

ト）と術後の患者の状態との乖離に基づく，説明義

務違反などによるものである 1）。

一方，頭部外傷の訴訟は，急性期では，主に重症

化する患者に対する判断ミスで，脳神経外科医とし

て，過酷な労働条件下に，最善の処置をしていても

なお「やるべきことをやらなかった」として問われて

いる注意義務違反であり，手術や検査に対する不作

為の過失である。慢性期における医療訴訟の多く

は，軽症および中等症頭部外傷に対する診断と治療

の過失である。最近，訴訟件数が多いのが高次脳機

能障害と低髄液圧症候群で，前者は検査および診断

における不作為の過失で，後者は検査適応の有無や

手技の過失によるものである。

Ⅲ───────────外傷急性期の訴訟─

【 症例 1 】4 歳，男児（割り箸死亡事件）

綿菓子の割り箸をくわえたまま転倒し軟口蓋に受

傷。受傷直後呼びかけに反応はなかったが，数分後

声をあげて泣き出した。受傷 5〜6 分後救急車が到

着。受傷 35 分後大学病院救命救急センターに搬入

され，耳鼻咽喉科の救急当直医（臨床経験 2 年 3 ヵ

月）が初期治療を行った。医師は，救急救命士から，

割り箸が喉に刺さったが既に抜けていること，意識

は清明でバイタルサインは正常であるとの報告を受

けた。医師は，軟口蓋に約 5 × 7 mmの創部を確認，

創処置後自宅安静とした。翌朝，受傷約 13 時間 30

分後，心肺停止状態で発見され，搬送先の病院で死

亡が確認された。解剖により，軟口蓋から頸静脈

孔，小脳半球に達する長さ約 7.6 cmの木片と小脳

損傷部周囲の約 24 mlの硬膜下血腫が認められた。

解説：医師は，頭蓋内損傷の可能性を想定しなかっ

たことに対する注意義務違反と注意義務に

従って行うべき診療行為を行わなかった不作

為の過失を問われた。男児の死因と救命の可

能性に関して 2 人の法医学医と 6 人の脳神経

外科医が鑑定をしているが，その内容には鑑

定医間で大きな相違がみられた（Table 1）。本

症例の主な問題点に関して私見を述べる。

（1）頭蓋内損傷の予見：木製箸による小児の穿通性

外傷の報告例は少ない 2,4,9）。5 歳以下の低年齢

では，箸，ナイフ，鉛筆などによる穿通性外傷

を起こしやすいことは良く知られているが 9），

神経外傷 Vol.33 2010

Table 1 Opinions of judges for a malpractice suit case derived from a chopstick stub injury

鑑定医 診療科 鑑定意見
死因 救命率

K医 法医学 左小脳半球損傷，硬膜下血腫と左内頸静脈損傷（静脈血栓症）� 50%以下

V医 脳神経外科 脳浮腫（脳腫脹）と硬膜下血腫 90%以上

Y医 脳神経外科 静脈洞血栓後の脳腫脹 0%に近い

a医 脳神経外科 静脈洞血栓による脳幹の還流障害 良くても5%程度

b医とc医 脳神経外科 急性硬膜下血腫と小脳半球の挫傷 血腫除去し減圧開頭術を
施せば80〜90%延命可

d医 脳神経外科 静脈洞閉塞による脳腫脹 数%

e医 法医学 硬膜下血腫と脳浮腫・脳腫脹 相当な延命可
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木製箸による軟口蓋の穿通性外傷による報告例

は見当たらない。したがって，本症例のように

箸片が口腔内に残存していない場合，医師の臨

床経験に関係なく頭蓋内損傷は予見できなかっ

たと考える。

（2）死因：主な死因と考えられるのは，急性硬膜下

血腫と左内頸静脈洞閉塞または血栓症による脳

腫脹である。後頭蓋窩の急性硬膜下血腫の血腫

量 24 mlは可及的速やかな手術適応がある 3）。

鑑定医報告には，死因に関する鑑定はあるが，

受傷あるいは受診後から救命可能な時間や死亡

時間についての記述はない。静脈洞血栓症に関

しては，死亡直後の CT画像から頸静脈孔は右

側優位だったとする鑑定がある。非優位側の内

頸静脈から横静脈洞の閉塞では，症状は頭痛程

度で軽症のことが多い 15）。

（3）最も重要な問題点は，夜間の救急医療での明白

な過失のない処置が不十分として訴追されたこ

とである。

【 症例 2 】38 歳，男性（救急心タンポナーデ事件）

乗用車運転中，ブロック塀に衝突する自損事故

で，シートベルト未装着でブレーキ痕なく衝突し，

車の前部が大破した。車にはエアバックの装備はな

かった。受傷約 24 分後，助手席に乗った同乗者と

共に二次救急病院に搬入された（同乗者はその後容

態が急変し，三次救急病院に転送されたが外傷性心

破裂で死亡）。意識は，救急隊現着時 JCS 200，病院

搬入時 JCS 30R。頭部 CTおよび胸腹部 X線像に異

常所見を認めない。血液検査で CPK 197 mU/ml（正

常値 10〜130 mU/ml）。経過観察目的で一般病棟に

入院したが，入院約 30 分後に容態が急変した。外

傷性急性心タンポナーデを疑い，心嚢穿刺を含む救

急蘇生を行ったが改善せず死亡した。

解説：経験豊富な脳神経外科専門医が，外傷性心タ

ンポナーデに対して，十分な検査をせず，心

嚢内の血液の貯留を見落とした過失があると

された。その理由として，「救急医療につい

て相当の知識及び経験を有する医師が常時診

療に従事」を要件とされ（救急病院等を定める

省令 1 条），医師には「救急蘇生法，呼吸循環

管理，意識障害の鑑別，救急手術要否の判

断，緊急検査データの評価，救急医薬品の使

用等についての相当の知識」が求められ（1987

年厚生省通知），担当医の具体的な専門科目

によって注意義務の内容，程度が異なるとい

うわけではなく，救急医療に求められる医療

水準の注意義務を負うとされた。

本症例の最大の問題点は，わが国における救急医

療の現状を無視した判決である。判決文にも言及さ

れているが，わが国では年間約 2000 万人の救急患

者が病院を受診しているが，日本救急学会に認定さ

れた救急認定医は 2000 人程度（事故当時）に過ぎず，

しかも大都市部や 3 次救急医療施設に偏在してい

る。本件の病院は，医師 33 名で，常勤の救急認定

医はいないが，当直業務は外科系・内科系各 1 名の

2 名体制で，わが国の輪番制参加型の二次救急医療

施設のなかでは上位にランクされる。判決に従え

ば，2 次救急医療施設の当番医は，通常の専門領域

ではなく，救急医療の認定医としての相当の能力が

求められることになる。救急医療体制の現状を基に

作成された重症頭部外傷のガイドラインでは，「二

次救急施設は，他部位合併外傷の可能性があるの

で，一般外科医などのコンサルテーションを随時得

られることが望ましい」と定義されているに過ぎな

い 3）。

Ⅳ───────────外傷慢性期の訴訟─

外傷慢性期の医療訴訟の多くは交通外傷に起因し

た被害者の訴えである。財団法人自賠責保険・共済

紛争処理機構（自賠責保険・共済からの支払いに係る

紛争の公正かつ的確な解決による被害者の保護を図

ることを目的として，平成 13 年国土交通大臣およ

び金融庁長官の指定を受けて設立）では，毎年紛争

処理委員会が処理した事例集を刊行している。平成

19 年度の事例集の後遺障害部門 55 例のうち精神・神

神経外傷 Vol.33 2010
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経障害は 32 例（58%）で，頸椎・腰椎捻挫による障

害が最も多かった（Table 2）。本稿では，高次脳機能

障害と，現在頸椎・腰椎捻挫関連で社会問題化して

いる低髄液圧症候群の訴訟例を紹介する。

1．高次脳機能障害

【 症例 3 】51 歳，男性

ワゴン車運転中，大型トラックと正面衝突し受

傷。ワゴン車は大破し救急搬送されるが，意識 JCS

= I-2（見当識障害 6 時間持続）で，1 週間後に退院。

受傷 3 週間後より，注意障害，意欲・発動性低下，

易怒性出現し病院受診するが，CTおよびMRI検査

で異常なしとされた。

1 年後，外傷性脳損傷による高次脳機能障害と診

断された。

解説：自賠責保険は，高次脳機能障害を否定し，後

遺障害等級 14 級としたが，高等裁判所の判

断では，画像所見に基づく医学的検査の結果

を一つの要素としつつも，事故態様，事故前

と事故後の状況の比較等を総合的に考慮して

判断すべきであるとし，高次脳機能障害を認

定した。事故態様は，高次脳機能障害の発生

機序となり得ると判断され，症状も典型的な

高次脳機能障害症状で，高次脳機能障害と認

定しても全く矛盾がないと判断された。

これまで，高次脳機能障害の診断には，厚生労働

省・高次脳機能障害支援普及事業により作成された

診断基準にある「MRI，CT，脳波などにより認知障

害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認

されているか，あるいは診断書により脳の器質的病

変が存在したと確認できる」が用いられてきた。本

件は，MRIなどの検査所見が診断の必要条件になら

ないことを示した画期的判例となったが，MRIの所

見は撮像条件などによって大きく異なることが考慮

されていない点が問題である。頭部外傷後高次脳機

能障害の主因と考えられるびまん性脳損傷のMRI

による検出率は，T2 画像と T2*画像との比較で約

2.6 倍，1.5T T2*画像と 3.0T T2*画像の比較で約 2.5

倍増加する 8,17）（Table 3）。杉山らは，T2*画像で異

常所見を認めなかったびまん性脳損傷９例中 3 例

（いずれも高次脳機能障害を伴う）に diffusion tensor

MR imagingによる fiber tractographyを用いて脳梁

などに軸索の損傷を認めている 14）。また著者らは，

軽症頭部外傷後に知的機能低下や記憶障害がみられ

た症例に，急性期のMRIおよび CT画像で両側の

海馬障害を認めている 12）。したがって，高次脳機能

障害が疑われる症例では，T2*画像は必須検査と考

える。

2．低髄液圧症候群（脳脊髄液減少症）

外傷に起因した低髄液圧症候群に対する裁判所の

判決件数は，1988 年から 2009 年までの 21 年間に

民事と刑事を併せて 52 件ある。その内訳は，低髄

液圧症候群と認定した肯定判決が 7 件（地方裁判所 6
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Table 2 Neurologic or psychiatric disability after trauma
(total 32 cases contained in the Fiscal 2008 Report for
the Handling of Disputes Organization for Automobile
Liability Insurance)

①�頸・腰椎捻挫による障害 11例（34%）

②�骨折等受傷部位の疼痛 8例（25%）

③�高次脳機能障害 7例（22%）

④�頭部外傷による障害 6例（19%）

Table 3 Detection of lesions of diffuse brain injury in
MRI (Cited from references 8 and 17)

a）T2 強調画像と T2* 強調画像の比較

MRI T2強調画像 T2*強調画像

損傷数 5.6± 5.6 14.5± 16.3*
Data�were�expressed�as�mean± SD.��*p<0.001

b）1.5T MRI と 3T MRI の比較

T2*強調画像 1.5T�MRI 3T�MRI

損傷数 7.5（0.5〜 48.5） 18.5（2〜118）*
*p<0.001
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件，高等裁判所 1 件），低髄液圧症候群を否定した

判決が 45 件（地方裁判所 40 件，高等裁判所 5 件）で

ある。それぞれの代表例を紹介する。

【 症例 4 】42 歳，男性（肯定判決例）

乗用車を運転して交差点を直進中，対向右折車に

衝突され頭部右側を打撲（一瞬意識消失）。搬送され

た病院で頭部打撲と診断される。受傷直後から右眼

奥の頭痛を訴え，その後激しい起立性頭痛となる。

頭痛が緩解しないため，1 年 2 ヵ月後，他病院を受

診。頭部MRI検査で，硬膜下腔拡大，硬膜造影増

強を認め，低髄液圧症候群の診断で，腰部ブラッド

パッチ療法を受けたところ，頭痛は数時間後に消失

し 5 日後に退院した。1 ヵ月後の 2 回目のブラッド

パッチ療法後治癒と判断された。高等裁判所は，事

故との因果関係を認め外傷性低髄液圧症候群と判断

した。

【 症例 5 】33 歳，女性（否定判決例）

既往歴：第 5 腰痛分離症で手術

後部座席に乗車中，車が赤信号で停車中に居眠り

運転の対向車に衝突され受傷。搬送された病院で，

頸部痛と両下肢しびれ感を伴う腰痛を訴え，顔面打

撲，頸椎および腰椎捻挫，胸部打撲と診断された。

3 ヵ月後症状軽減したが，7 ヵ月後頸部痛増強し 1

年 3 ヵ月後に病院再受診。Gd造影MRIで硬膜増強

と静脈拡張を認め，RI脳槽シンチグラフィーで胸・

腰椎に髄液漏出が疑われたことから脳脊髄液減少症

と診断。約 2 年間に 16 回ブラッドパッチ療法を受

けたが，症状の改善は認められなかった。この間，

胸郭出口症候群の診断で左斜角筋離断術と前斜角筋

離断術，第 1 肋骨切除術，右腕神経叢剥離減圧術，

脊髄電気刺激療法を受けた。本件は，低髄液圧症候

群の診断が誤りと判断され，胸郭出口症候群も否定

された。

解説：低髄液圧症候群が社会問題化している最大の

原因は，確立されていない診断基準にある 10,

11,12,13）。その主な要因として以下のような点

を挙げることができる 10,11,12,13）。① 特異的な

臨床症状が起立性頭痛のみである。② 髄液の

漏出像など特徴的画像所見がすべて揃う例が

少なく，特徴的所見が欠如していても低髄液

圧症候群を否定できない。③ 髄液の漏出部位

を同定するための脊髄MRIの撮像法が標準

化されていないため，静脈や関節液を漏出像

と誤診する可能性がある。④ RI脳槽造影は，

（i）空間分解能が低すぎる，（ii）腰椎穿刺に

よって髄液漏出の擬陽性所見になることがあ

る，（iii）診断に用いられている早期膀胱造影

は必ずしも陽性所見とは言えない，などの問

題がある。⑤ 国際頭痛学会が作成した診断基

準には，ブラッドパッチ療法が診断項目に入

れられたため，安易な診断的治療が行われる

ことになった。

日本脳神経外傷学会・頭部外傷に伴う低髄液圧症候

群に関する作業部会では，平成 20 年 6 月 1 日より 1

年間，① 明らかな外傷歴，② 起立性頭痛あるいは体

位による症状の変化，③ 2 つ以上の画像検査を登録

基準に，外傷に伴う低髄液圧症候群患者の前向き調

査（被験者登録）を施行した。登録基準を満たした 23

例に対して，作業部会で作成した診断基準に基づく

検証が行われたが，外傷性低髄液圧症候群の確実例

とされたのは 4 例（17%）に過ぎなかった 10）。この事

実は，この問題の本質が overdiagnosisにあることを

裏付けている。

Ⅴ────外傷による医療訴訟を防ぐために─

外傷による医療訴訟を防ぐために，第一に重要な

ことは，外傷診療のためのガイドラインとマニュア

ルの必要性である。その理由は，① 外傷の多くは救

急診療であり，とっさの判断が求められることが多

いからである。特に，経験の少ない若い研修医によ

る当直業務の場合，上級医の適切な支援が欠かせな

い。医師が経験不足で新しい技術が導入された時に

医療過誤が起きやすく，内科の研修医の 45%が 1 回

以上の重篤な医療過誤を経験していたとする報告が

ある 16）。② 外傷患者は軽症でも急変して重症化す
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ることがあるので，重症化の危険因子（重症頭部外

傷の治療と管理のガイドライン第 2 版に記載されて

いる 7））に周知しておく必要がある。また，脳挫傷

や遅発性脳内血腫は外傷後 24〜48 時間で完成する

ので，危険因子のある患者に対しては観察入院が必

要である。③ 頭部以外の合併損傷に注意する。特

に，脳神経外科医は頸部の保護や，胸腹部損傷等に

対する考慮が欠けやすいので注意したい。訴訟を避

けるために第二に重要なことは，十分なインフォー

ムド・コンセントと誠意ある対応の必要性である。頭

部外傷の場合，特に重症患者では意識障害があり救

急処置が必要となる。この場合，医療者と患者・家

族のコミニューケーション不足が起こりやすく，医

療者としての説明にも患者の意思の確認にも特別な

対応が必要となる。外傷例では，患者の多くは被害

者であるという配慮も忘れてはならない重要な点で

ある。

Ⅵ───────────────おわりに─

外傷の急性期と慢性期に代表される医療訴訟例を

5 例紹介し，脳神経外科の立場から解説した。医師

に過失があるとされた急性期の訴訟例は，いずれも

本質的にはわが国の救急医療体制の現状を無視した

判決である。慢性期の訴訟例は，確立されていない

診断基準に基づく医療過誤が主な原因である。本稿

における訴訟例の検討が，今後の外傷関連の医療の

質や医療体制の向上に多少でも役立てば幸いである。

本稿で取り上げた 5 例はすべて実際の判例から選

ばせていただいた。しかし，特定の施設や個人を意

図して選択した訳ではないことをご理解いただきた

い。
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To clarify the clinical characteristics of definite and non-defi-
nite diagnosis groups in intracranial hypotension accompanied
by trauma (IHAT), we undertook investigations of registered
patients (n=23) prospectively.  The results revealed the follow-
ing features of IHAT: 1) definite diagnosis group, 4 cases; 2)
they had long periods from injury to onset (5.5 ± 5.7 days), but
these were markedly shorter than in the non-definite group; 3)
75% of definite cases showed typical postural headache; 4)
75% of definite cases showed dural enhancement on Gd-MRI;
5) all 4 cases had confirmed CFS leakage based on imaging
diagnosis with cervical lesions in 2 cases and cervical-thoracic
lesions in 2 cases; and 6) good recovery was achieved in them
by conservative therapy and blood patch, with a cure rate of
100%.  These findings suggest that confirmed CFS leakage is
indispensable for reaching definite diagnosis of IHAT.
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Ⅰ───────────────はじめに─

日本脳神経外傷学会では，低随液圧症候群の診断

基準作成と画像診断を中心とした診断方法の標準化

を目的として 2006 年より，「頭部外傷に伴う低髄液

圧症候群作業部会」（のちに「外傷に伴う低髄液圧症

候群作業部会」へと改名）を発足し，23 回に及ぶ作業

部会を開催してきた。これまで，特発性低髄液圧症

候群の病態と診断・治療 6），日本脳神経外傷学会世

話人所属施設に対してアンケート調査 1），本邦と海

外における低髄液圧症候群に関する文献の検討 3），診

断に関する診断基準（案）の作成，診断基準（案）に基

づいた前向き調査（症例登録）4），診断基準の作成 3）

を行ってきた。本稿では日本脳神経外傷学会のこれ

までの取り組みと前向き調査の結果について述べる。

Ⅱ ──────「外傷に伴う低髄液圧症候群」
前向き調査の目的・方法─

1．前向き調査の目的

外傷に伴う低髄液圧症候群の周辺には，同じよう

な臨床症状を呈する様々な病態が存在している。こ

れらを鑑別していくためには，放射線学的検査など

の各種検査の感度，特異度を一つずつ検証する必要

ことが必要である。しかし，低髄液圧症候群の診断

法そのものが確立していない現状では，科学的な検

証は不可能である。そのため，典型症例はどういう

ものか，画像診断所見を含め明確にする必要が前向

き調査には求められた。調査の目的は，1）外傷に伴

う低髄液圧症候群，確定診断例の抽出，2）他覚的診

断である画像診断の標準化，3）確定診断例における

転帰（ブラッドパッチなどの治療効果）の検討である。

2．調査方法

症例は 2008 年 9 月から 1 年間，登録を行った。

以下の各施設にエントリー用紙を郵送，また日本脳

神経外傷学会ホームページに告知を行った。外傷に

伴う低髄液圧症候群であると思われる症例を治療し

たら，脳神経外傷学会にエントリーしてもらい，集

まった症例を本作業部会で検討，典型的な症例につ

いては，臨床症状，経過や画像について，後日聞き

取り調査を行った。

エントリー用紙の送付先について以下に示す。

1）日本脳神経外科訓練施設長 A施設，Ｃ施設宛

1170 件

2）日本脳神経外傷学会会員　872 通

3）日本脊髄外科学会機関誌「脊髄外科」に同封発

送　920 部

4）日 本 脳 神 経 外 科 学 会 機 関 誌 「 Neurologia

medico-chirurgica」に同封発送　8000 部

5）日本脳神経外傷学会機関紙「脳神経外傷」へ

「症例登録のお願い」について掲載

6）医中誌において低髄液圧症候群，脳脊髄液減少

症に関する学会発表や論文発表を行っている

92 施設の第一著者宛

このように日本国内で本疾患を中心的に扱ってい

ると考えられる，医師や施設に幅広く症例の登録を

依頼した。

3．エントリーの基準およびエントリー用紙への
記入項目

エントリー基準は，以下の 4 つの条件をすべて満

たす症例である。

1）外傷の既往が明らかであり，かつ外傷以外の原

因が否定的な症例

2）起立性頭痛あるいは体位による症状の変化があ

る症例

3）治療効果を含めた臨床症状の推移が明らかな症

例，そうであると予想される症例

4）以下の画像検査のうち 2つ以上を行っている症

例

① 頭部MRI Gd造影

②MRIミエログラフィー

③ CTミエログラフィー

④ RI脊髄クモ膜下腔造影
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注 1）確診例を集めることを主たる目的として

いるので，2つ以上の検査で陽性所見，

①びまん性の硬膜増強，②③④髄液の漏

出を示す直接的な所見があることが望ま

しい（必須ではない）。

注 2）各画像検査の撮像方法（条件），陽性所見

の判断基準は，神経外傷 30 巻，井田の

報告に準ずる 2）。

髄液漏出所見に関しては，早期膀胱造影や静脈拡

張などの間接的な所見ではなく，髄液の直接漏出像

を捉えたものとした。これらはエントリーの必須の

条件ではないが，同一症例において 2 つの画像所見

を検討するという作業を怠ってきたことが，現在の

混乱の原因の一つでもあり，本調査ではこの点を可

能な限り検討を行った。

エントリー用紙の記入事項を以下に示す。

1）施設名，担当者

2）年齢，性別

3）エントリー基準項目の確認

4）画像検査の結果

5）髄液圧測定の有無，結果

6）診断の確信度（主治医の主観）

7）治療法

8）治療効果

以上の 8 項目である。

Ⅲ───────────────結　　果─

1．エントリー症例全体の分析

1 年間に亘る本調査で集積された症例数は 12 施設

25 症例であった。外傷の既往が無い 2 症例を除いた

全 23 例について，本学会の診断基準を満たしている

かを中心に全例に対して作業部会によって検討した。

記載項目で判断できなかった 21 例については主治医

とのカンファレンスを行い判断した。登録症例

（n=23）の内訳を Table 1 に示す。男女比は，男：女

= 10：13，平均年齢は 35.9 歳，最年少は 14 歳であり

最高齢は 75 歳であった。外傷の原因は交通事故によ

るものが 15 例 65%と最も多く，直接的な頭部外傷

が明らかになっているのは 11 例 48%と約半数であ

り，7 例 22%は頭部外傷を認めなかった。全登録症

例の作業部会における最終判断では「外傷に伴う低髄

液圧症候群」の確定診断例は 4 例であり，残りの 19

例は非確定診断例とした。非確定診断例とした理由

は，外傷からの期間（4 例），画像所見（16 例），髄液

圧（9 例）（重複あり）などであった。

2．確定診断例の特徴（Table 1, 2, 3, 4）

確定診断例は 23 例中 4 例であった。外傷から症

状出現までの期間は 5.5 ± 5.7 日（平均 ± 標準偏差），

外傷から診断までの期間は 18.5 ± 11.2 日と両期間

とも短期間であった。4 例中 3 例が起立して 15 分以

内に起こる典型的な起立性頭痛を呈しており，全例

で画像診断による直接的な髄液漏出部位の同定がな

されていた。漏出部位は頸椎レベル 3 例，頸椎−胸

椎移行部 1 例であった。MRIは全例に施行されお

り，Gd造影MRIで硬膜に両側対称性に瀰漫性かつ

連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認めた例は 2 例で

あった。保存的治療の後，施行された 3 例ではブ

ラッドパッチが著効しており（1 例はブラッドパッチ

未施行，保存的治療にて治癒），施行後直ちに症状

神経外傷 Vol.33 2010

Table 1 Age, sex, mechanism of injury, and presence
of head injury in intracranial hypotension accompa-
nied by trauma

Average�age 35.9�y（14〜75�y）
Male�:�Female 10�:�13
Mechanism�of�injury�

Traffic�accident 15 cases
Sport 4
Fall 2
Unknown 2

Head�injury
Present 11 cases
Absent 5
Unknown 7
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の消失を認め治癒を認めた。転帰はこのように保存

的療法もしくは保存的療法とブラッドパッチの併用

によって全例治癒し良好であった。

3．非確定診断例の特徴（Table 1, 2, 3, 4）

非確定診断例は 23 例中 19 例であった。外傷から

症状出現までの期間は 129.1 ± 362.6 日であり，外

傷から診断までの期間は 630.9 ± 849.6 日，最短で

2 ヵ月，最長で 8 年と非常に長い期間を要していた。

典型的な起立性頭痛を呈した例は 4 例であり，画像

所見において髄液漏出の直接所見を確実に認めたも

のは漏出部位が頸椎−胸椎移行部の 1 例のみであっ

た。Gd造影MRIによる硬膜の造影効果と硬膜の肥

厚を認めた例は施行された 18 例中 1 例であった。非

確定診断例におけるブラッドパッチの効果である

が，施行された 17 例の中で完治例は 2 例のみで

あった。転帰が判明している 16 例のうち治癒はわ

ずか 3 例であった。治療により症状の改善は認める

ものの治癒に至る割合が少ない。

4．ブラッドパッチの効果（Table 3）

ブラッドパッチ施行例は確定診断例 3 例と非確定

診断例 17 例を合わせた 20 例であり，著効例は 5 例

であった。一方，髄液漏出の直接所見を認めたもの

は，確定診断例 4 例と非確定診断例 1 例を合わせた

5 例であった（頸椎レベル 3 例，頸椎−胸椎移行部 2

例）。髄液漏出の直接所見の有無とブラッドパッチ

の効果を検定すると，髄液漏出の直接所見のあるも
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Table 2 Characteristics of definite and non-definite diagnosis group cases in intracranial hypotension accompanied
by trauma

Definite�diagnosis�group Non-definite�diagnosis�group
（n=4） （n=19）

Period�from�injury�to�onset（average± SD） 5.5± 5.7�days 129.1± 362.6�days
Period�from�injury�to�diagnosis（average± SD） 18.5± 11.2�days 630.9± 849.6�days
Typical�postural�headache 3 4
Dural�enhancement�on�Gd-MRI 2 1（n=18）
Detection�of�CSF�leakage 4 1
Vertebral�level�of�CSF�leakage Cervical :�2 Cervical-thoracic :�1

Cervical-thoracic :�2

Table 4 Outcome of patients with intracranial hypo -
tension accompanied by trauma

Definite�diagnosis Non-definite�diagnosis
group（n=4） group（n=19）

Full�recovery（cure） 4 3
Substantial�recovery 8
Partial�recovery 4
Unchanged 1
Worse
Unknown 3

Table 3 Effect of blood patch in intracranial hypoten-
sion accompanied by trauma

Definite�diagnosis Non-definite�diagnosis
group（n=4） group（n=19）

Excellent 3 2
Good 8
Fair 4
Unchanged 1
Worse
Unknown 2
Not�performed 1 2
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のにブラットブラッドパッチの効果があり，直接所

見のないものにはブラットブラッドパッチの効果が

ないことが有意に認められた（p<0.05）。

Ⅳ───────────────症例提示─

症例 1

症　状：頭痛・全身痛・めまい・視力低下・記憶力低

下・味覚障害・目のかすみ（頭痛・めまいのみ起立後 10

分で出現）。

経　過：スポーツ中の事故で頭部外傷，直後から

頭痛が出現，3 ヵ月後に調査施設を初診した。

造影MRI：びまん性硬膜肥厚増強像と硬膜下水腫

は共になし。

髄液圧：60 mmH2O

MRIミエログラフィー：髄液漏出なし。

RI脳槽造影：膀胱早期造影・6 時間で腰部から漏

出像（クリスマスツリー様）・RI残存率低値（主治医

所見）を認めた。

治　療：安静・点滴は施行せず，第 2／3 腰椎間で

ブラッドパッチを施行した。

転　帰：ブラッドパッチの翌日から頭痛は軽減，

約 3 ヵ月の経過で消失した。

【症例 1 の解説】

起立性頭痛を認めるが，造影MRIにてびまん性

硬膜肥厚増強像やMRIミエログラフィーにて髄液

漏出などの直接所見は認めず，RI脳槽造影による間

接所見のみである。髄液圧も 60 mmHgと境界値を

示した。総括すると，症状に関しては一部に類似し

ている部分はあるものの多彩であり，本症例で併存

しているうつ病との鑑別は困難である。画像に関し

て直接的な漏出像はなく，本症例は確定診断例とは

考えにくい。

症例 2

症　状：起立性頭痛・嘔気，立位になり約 1 時間

で症状が出現する。

経　過：自動車運転中に急ブレーキをかけた際に

首に強い衝撃を受けた。1 時間後より起立性頭痛が

出現。翌日より頭痛がひどくなり，嘔吐が出現し入

院した。

MRI：びまん性硬膜肥厚増強像と第 1／2 頸椎後方

に液体貯留を認めた。

髄液圧：0 mmH2O

MRIミエログラフィー：第 1／2 頸椎後方への髄

液漏出所見を認めた。

RI脳槽造影：上部頸椎部に漏出像，1 時間後に膀

胱早期集積と 24 時間後の残存率低下を認めた。

治　療：安静と輸液の後，ブラッドパッチを施行

した。

転　帰：ブラッドパッチの後，完快，MRIミエロ

グラフィーで髄液漏出像の消失を認めた。

【症例 2 の解説】

受傷早期から起立性頭痛を認め，MRIとMRIミ

エログラフィーにて直接所見を認めている。髄液圧

も 0 mmHgと低く，ブラッドパッチが著効してい

る。外傷に伴う低髄液圧症候群と考えられる。

症例 3

症　状：起立性頭痛・鼻閉感

経　過：トラックで自損事故，3 日後から起立性

頭痛が出現，15 分ごとに横になり休みながら運転し

ていた。

MRI：びまん性硬膜肥厚増強像，慢性硬膜下血

腫，小脳扁桃下垂，脳室の狭小化を認めた。

髄液圧：0 mmH2O

CTミエログラフィー：頸部に造影剤の漏出像を

認めた。

RI脳槽造影：頸部に造影剤の漏出像を認めた。

治　療：安静・点滴を 2 週間施後，ブラッドパッ

チを施行した。

転　帰：ブラッドパッチの翌日，症状消失

【症例 3 の解説】

受傷早期から起立性頭痛を認め，MRIにてびまん

性硬膜肥厚増強像，慢性硬膜下血腫，小脳扁桃下
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垂，脳室の狭小化などの直接所見を認めている。RI

脳槽造影と同部位に CTミエログラフィーでも髄液

漏出像を認めた。髄液圧も 0 mmHgと低く，ブラッ

ドパッチが著効している。外傷に伴う低髄液圧症候

群と考えられる。

症例 4

症　状：起立性頭痛・易疲労感・頸部痛・腰背部痛・

不眠（ただし臥位では出現しない），立位になり約 1

時間で症状が出現

経　過： 平成 13 年，自転車乗車中に自動車との

事故で受傷，1 週間後より起立性の頭痛が出現，そ

の後は頭痛があるも放置していた。平成 19 年に頭

痛が増悪，平成 20 年に脳脊髄減少症を疑い調査施

設を初診した。

MRI：びまん性硬膜肥厚増強像なし。

髄液圧：10 mmH2O

MRIミエログラフィー：髄液漏出所見なし。

RI脳槽造影：１時間後に膀胱早期集積，腰部の硬

膜外への RI漏出像，24 時間後の残存率低下（主治

医所見）を認めた。

治　療：ブラッドパッチを施行した。

転　帰：頭痛と腰痛が軽減したが，その他の症状

は残存した。

【症例 4 の解説】

外傷が平成 13 年，頭痛増悪が平成 19 年であり，

外傷に起因するとは言えない。さらにMRIにてび

まん性硬膜肥厚増強像は認めず，MRIミエログラ

フィーにおいても髄液漏出所見は認めていない。以

上から外傷の関与は否定的，もしくは低髄液圧症候

群ではない可能性が高い。

Ⅴ───────────────考　　察─

「外傷に伴う低髄液圧症候群」の前向き調査の結果

として 23 例がエントリーされ，本作業部会がその

うちの 21 例についてエントリーした主治医とカン

ファレンスを行い，個々の例について検討を行っ

た。その結果「外傷に伴う低髄液圧症候群」と確定診

断に至ったものは，わずか 4 例であった。本調査は

アンケート形式で行われたため，アンケートの返却

率を考慮しなければならず本調査の結果から罹患率

を単純に推定することはできないが，参考までに算

出すると調査期間 1 年間の罹患率は人口 10 万人当

たり 0.003（= 4/120,000,000 × 100,000，日本の人口

を 1 億 2000 万人とする）である。また，アンケート

用紙は全国に延べ 10000 万通以上発送，特に低髄液

圧症候群，脳脊髄液減少症に関する学会発表や論文

発表を活発に行っている施設には重点的に調査を依

頼したが，エントリーされた例は 25 例のみであっ

た（2 例は除外）。これらのことから，「外傷に伴う低

髄液圧症候群」という病態は存在すると考えられる

が，その頻度は極めて低く稀な疾患であると考えら

れる。

低髄液圧症候群は脊髄硬膜の破綻により髄液が漏

出することによって起こる疾患である。また本研究

の画像診断において，直接的な髄液漏出所見を認め

た例の多くは確定診断例であったことから，直接的

な髄液漏出の所見は本疾患の診断に不可欠であると

考えられた。井田の報告 2,4,5）によれば，髄液漏出の

画像診断法については確立された方法はないが，現

時点では CTミエログラフィーが，空間分解能が高

く，動態的な検査法で最も精度が高いと考えられ

る。しかし，最適な撮像時間に関する報告や検出率

に関するまとまった報告はなく，硬膜外漏出のスク

リーニングには全脊椎の撮像が必要となるため，複

数回の撮像は被曝量が問題となる。ヨード造影剤を

髄液腔に投与するリスクもあり，スクリーニング法

としては非侵襲的とは言えない。MRミエログラ

フィーは非侵襲的な静態的診断法であるが，脳脊髄

液に特異的でないことから，単独では髄液漏出の確

定診断にはならない。現時点では，MRミエログラ

フィー もしくは RI脳槽造影で髄液漏出が疑われた

部位に対し，さらにMRI-T2 強調画像（脂肪抑制併

用）軸位像および Gd造影 T1 強調画像（脂肪抑制併

用）軸位像による精査を追加する必要がある。RI脳
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槽造影は，1 回のトレーサー投与で経時間的に撮像

が可能であるが，周囲構造，局所解剖の描出ができ

ないため，硬膜外の髄液の漏出について単独では確

定的な所見は得られない。腎尿路系の早期排泄や 24

時間後における RIの早期クリアランスについては

間接的な所見であり，その判定基準について確定的

な報告はなく，本症に特異的な所見とはいえない。

本疾患におけるブラッドパッチの治療効果である

が，画像診断で直接的な髄液漏出所見を認めた例に

おいて治療効果が認められた。しかし，画像診断に

おいて直接的な髄液漏出所見を認めない例に関して

は，完治に至らない例や効果がはっきりしない例，

無効例が多いことが明らかになった。ブラッドパッ

チは施行時およびその後の疼痛や脊髄への圧迫，感

染などの合併症について未だ不明な点が多い。さら

にブラッドパッチによる硬膜外腔の癒着が成長に与

える影響などについても不明である。これらのこと

を考えるとブラッドパッチは，未だ安全な治療法と

いえず安易に行うべき治療ではない。本疾患におけ

るブラッドパッチの適応は，画像診断で直接的な髄

液漏出所見を認めた例とするべきであると考える。

確定診断例の臨床像は治療結果，転帰も良好であ

り，海外にから報告されている外傷に伴う低髄液圧

症候群や，外傷以外の特発性低髄液圧症候群の臨床

像と大きな差異はない 3）。一方で非確定診断例は輸

液・安静など保存的療法やブラッドパッチを含めた

低髄液症候群に対する治療を行っても治癒率が低く

低髄液圧症候群以外の病態が合併している例も多い

のではないかと考えられた。

本前向き調査の結果として，2010 年 3 月に一部改

訂した「外傷に伴う低髄液圧症候群」診断基準につい

て公表した（付録 1）5）。さらに「外傷に伴う低髄液圧

症候群」診断基準における撮像プロトコールと画像

所見について公表した（付録 2）5）。今後，各施設にお

いて本疾患の診断・治療・治癒率の向上の一助になれ

ば幸いである。
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「外傷に伴う低髄液圧症候群」診断フローチャート

「外傷に伴う」と診断するための条件

低髄液圧症候群の診断基準

付録 1
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大基準 1 ：必須項目の硬膜のびまん性造影効果
について

1．Gd 造影 T1 強調画像冠状断（可能なら軸位追加）

撮像シーケンス：SE法（GRE法は不可）

スライス厚 5〜8 mm

＊ 冠状断は小脳天幕の造影効果を判定するのに

有用

＊ さらに矢状断像を撮像するときは正中中心に

3〜 4 mm厚で撮像する。脂肪抑制を併用し，

上位頸椎レベルまで含めて撮像すれば，脊椎

管内の硬膜肥厚も判定可能。

造 影 法：Gd 0.1 mmol/kg静脈投与

所　　見：びまん性の硬膜造影効果

2．FLAIR（必須ではないが，可能ならば施行する）

撮 像 法：FSE法，スライス厚 5〜8 mm

所　　見：硬膜下水腫

大基準 3 ：髄液漏出の画像診断法について

髄液漏出の画像診断法については確立された方法

はない。現時点では CT myelographyが，空間分解

能が高く，動態的な検査法で最も精度が高いと考え

られるが，最適な撮像時間に関する報告や検出率に

関するまとまった報告はない。硬膜外漏出の screen-

ingには全脊椎の撮像が必要となるため，複数回の

撮像は被曝量が問題となる。ヨード造影剤を髄液腔

に投与するリスクもあり，screening法としては非

侵襲的とは言えない。

RI cisternographyは，1 回のトレーサー投与で経

時間的に撮像が可能であるが，周囲構造，局所解剖

の描出ができないため，硬膜外の髄液の漏出につい

て単独では確定的な所見は得られない。腎尿路系の

早期排泄や 24 時間後における RIの早期クリアラン

スについては間接的な所見であり，その判定基準に

ついて確定的な報告はなく，本症に特異的な所見と

はいえない。

MR myelographyは非侵襲的な静態的診断法であ

るが，脳脊髄液に特異的でないことから，単独では

髄液漏出の確定診断にはならない。

現時点では，MRmyelographyもしくは RI cisterno -

graphyで髄液漏出が疑われた部位に対し，さらに

MR T2 強調画像（脂肪抑制併用）軸位像および Gd造

影 T1 強調画像（脂肪抑制併用）軸位像による精査を

追加する必要がある。

MR による髄液漏出の screening と精査

Ⅰ．漏出の screening

※ 髄液漏出に関しては全脊椎を screeningする必

要がある。全脊椎の screeningには，MRmyelo -

graphyもしくは RI cisternographyが有用であ

る。MR myelographyは，短時間で撮像可能な

シングルショット FSE法が推奨される。

1．MR myelography

撮 像 法：2D FSE法（シングルショット），

3D FSE法，3D SSFP法

＊ screeningには撮像時間の短い 2D FSE法（シ

ングルショット）でよい

＊ 撮像範囲：全脊椎（頸椎から腰椎，仙椎レベル）

1. 冠状断（正面像）と矢状断（側面像）

2.「頸椎から胸椎レベル」，「胸椎から腰仙椎

レベル」のように撮像可能な FOV，脊椎の

前弯，後彎，側彎にあわせて分割撮像する。

所　　見：髄液の硬膜外漏出のスクリーニング

Ⅱ．髄液漏出の精査
※ RI cisternographyやMR myelographyで髄液の

硬膜外漏出が疑われたレベルを精査する。脊椎
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付録 2 ：「外傷に伴う低髄液圧症候群」診断基準における撮像プロトコールと画像所見
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コイルもしくはさらに高い性能を有する専用コ

イルを用いる。

2．T2 強調画像（脂肪抑制併用）軸位像

撮像部位：4, 5, 6 で髄液の硬膜外漏出が疑われた

部位を中心に

撮 影 法：FSEスライス厚 3〜4 mm

脂肪抑制：CHESS

所　　見：髄液漏出，拡張した静脈叢とも高信号

3．Gd 造影 T1 強調画像脂肪抑制 横断像

撮像部位：7.と同じ部位

撮 影 法：FSEスライス厚 3〜4 mm

脂肪抑制：CHESS

造 影 法：追加投与の必要はない

所　　見：髄液漏出と拡張した静脈叢の鑑別（髄液

漏出は造影効果なし，拡張した静脈叢に

は造影効果あり）

※ 2. 3. から髄液漏出が確実な場合

4. T2 強調画像矢状断像

6. 7. から髄液漏出が確実な場合，漏出部位の脊

椎高位が特定できるような T2 強調画像矢状断

像を施行する。ただし，上位頸椎レベルでの漏

出で，3. 4. の撮像から脊椎高位が特定できる場

合は必要ない。

〔注釈〕

このプロトコールは低髄液圧症候群の診断のため

のものであって，他の中枢神経疾患（脳血管障害や

腫瘍性病変，脱髄疾患等）や脊椎・脊髄疾患（退行変

性による脊椎管狭窄症や腫瘍性病変等）を診断する

ものではない。造影前に頭部 T2 強調画像，T1 強調

画像，拡散画像，MRAなどを追加してもよい。

Ⅰ．低髄液圧症候群の画像診断の目的と方法
低髄液圧症候群の画像診断の目的は，1．低髄液圧

症候群の診断及び，2．髄液漏出の検出にある。臨床

レベルで脳脊髄液量や脳脊髄液圧を直接測定する画

像診断法はない。脳脊髄液減少症の診断については

間接的な所見となる。髄液漏出についてMRは静態

的な診断法で，RI cisternographyや CT myelography

は動態的診断法である。

Ⅱ．MR による低髄液圧症候群の診断
1）びまん性の硬膜の Gd 造影効果

（diffuse dural enhancement）

● Gd造影 T1 強調画像（Gd TIWI）で硬膜に両側

対称性に瀰漫性かつ連続性に造影効果と硬膜の

肥厚を認める。硬膜の造影程度は正常の静脈

プール（海綿静脈洞や上矢状静脈洞）と同程度

に顕著に造影される。

● 硬膜の造影効果は天幕上のみならず，小脳テン

神経外傷 Vol.33 2010

目的と検査法 主な所見

1．低髄液圧症候群の診断
①MR 硬膜造影効果，硬膜下

水腫，脊椎硬膜外静脈
拡張

2．髄液漏出の診断
1）動態的検査法
①CT myelography 造影剤硬膜外漏出

②RI cisternography RI硬膜外漏出

2）静態的検査法
③MR myelography 広範囲の撮像に時間を

要する。CSF特異的で

はない。
④MR（T2WI + Gd T1WI） 局所解剖，その他の水

分貯留や静脈叢との鑑
別。

【解　説】

表 1 低髄液圧症候群の画像診断
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トから，後頭蓋窩硬膜にも連続して認める。さ

らに，脊椎管内硬膜にも連続して増強効果を認

めることがある。

A）正常でもGd T1WIで頭蓋内硬膜に軽度の造

影効果を認める。上矢状静脈洞周囲の硬膜や，

中頭蓋窩，小脳天幕などで認められる。正常硬

膜の増強効果は硬膜の肥厚を伴わず，線状で滑

らかで薄く，不連続で，正常静脈ほど強く造影

されない。

● 軸位断像の他に全体の冠状断像や正中矢状断像

を加えることによって，造影効果のびまん性進

展がより明瞭となる。

● Gd造影正中矢状断像は後述する上位頸椎レベ

ルの硬膜外の静脈叢と髄液漏出との鑑別に有用

で，頸椎レベルの評価には硬膜外組織の脂肪組

織（高信号）と鑑別するために，脂肪抑制法を

併用が必須となる（脂肪組織が低信号化）。

● T1WIの撮像法については通常のスピンエコー

（SE）法が推奨される。エコー時間（TE）の短い

グラディエントエコー（GRE）法 T1 強調画像で

は正常硬膜の造影効果が強調されるので判定が

困難となる。頭蓋内の硬膜の造影効果の評価に

は脂肪抑制法を併用する必要はない。

● 肥厚した造影効果のある硬膜は FLAIRで高信

号を呈する。これは後述する硬膜下水腫とも関

連する。造影できない症例では FLAIRが診断

に有用である（硬膜下水腫の項を参照）。

● 硬膜のびまん性の造影効果は治療による症状の

経過とともに消失する。ただし症状の経過と造

影所見の消失時期についてはまだ明確にはなっ

ていない。また，症状発現直後の急性期におい

ては硬膜の造影効果はまだ出現しないことがあ

り，急性期に硬膜の造影効果がなくても典型的

な症状があるときは，経過観察のMRが必要と

なる。

2）硬膜下水腫（subdural effusion）

● Gd造影効果及び肥厚を呈する硬膜に，硬膜下

水腫をきたすことがある。硬膜下水腫の内容は

T2WIでは脳脊髄液とほぼ同等の均一な高信号

を呈する。T1WIでは低信号ではあるが，脳脊

髄液よりも信号がやや高い。

● FLAIR法では脳脊髄液よりも高信号を呈する

ので，硬膜下水腫の診断には FLAIRが有用で

ある。

● 硬膜下水腫は後頭蓋窩にも認めることがある。

さらに脊椎管内硬膜下腔にも連続する症例があ

る。

3）頭蓋内皮質静脈の拡張，硬膜外静脈

及び硬膜外静脈叢の拡張

● 頭蓋内皮質静脈に拡張を認めることがあるが，

正常の皮質静脈の径には variationが大きく診断

の確定的な所見にはならない。後頭蓋窩では斜

台背側の下錐体静脈の拡張を認めることもある。

● 脊椎管内では硬膜嚢容積の減少に伴い硬膜外静

脈叢（T2 強調画像で高信号。造影 T1 強調画像

で造影効果）や，硬膜外静脈の拡張（T2 強調画

像で flow voidを呈することがある）を認めるこ

とがある。

4）その他の MR 所見

● 小脳扁桃の下垂や脳幹の扁平化，下垂体前葉の

腫大（上に凸）等が挙げられるが，いずれも硬

膜の造影効果ほど顕著な所見ではなく，単独で

は本症の確定診断にはならない。

Ⅲ．MR による髄液漏出の診断
● MR myelographyとは heavily T2 強調画像によ

り水成分を高信号に描出し，さらに周囲の軟部

組織（脂肪組織や筋組織）の信号抑制し，脳脊

髄液を相対的に浮き出させて描出する撮像法で

ある。

● MR myelographyの撮像法には，GRE（gradient

echo）法，FSE（fast spin echo）法，SSFP法に

大別され，現時点では後 2 者が主流である。

● MR myelographyの撮像については，硬膜嚢と

少量の髄液漏出の重なりを防ぐために 2D法で

は複数方向からの撮像すること（冠状断と矢状

神経外傷 Vol.33 2010
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断など）。3D法では多方向からの最大値投影画

像（minimum intensity projection: MIP）を作成

し元画像でも評価することが重要である。ただ

し screeningには，短時間で撮像可能な 2D FSE

シングルショット法を用いる。

● MR myelographyで描出される高信号は，脳脊

髄液に特異的ではなく，撮像範囲内にある水成

分が高信号となって描出される可能性がある。

GRE法では周囲の静脈が描出されるため，神

経根の tractgraphyには有用であるが椎体周囲

の静脈も高信号に描出され，髄液漏出に類似し

た所見を呈する。FSE法では比較的緩徐な静脈

血流も flow voidとなるため周囲の静脈叢は描

出されない。SSSP法でも周囲の静脈が高信号

として描出される可能性がある。

● 静脈血成分以外にも，椎間関節の退行変性や，

椎体の異常信号，腎盂尿管内の尿。筋組織や後

腹膜の浮腫性変化も高信号に描出され，硬膜嚢

と近接して投影されたときに硬膜外髄液漏出と

間違えられることがある。

● 従ってMR myelographyで髄液漏出が疑われた

場合は，その部位について T2 強調画像脂肪抑

制横断像とGd造影 T1 強調画像脂肪抑制横断に

よる他の水成分との鑑別や，局所解剖，硬膜外

静脈叢とも鑑別のための精査が必要となる。

● 脂肪抑制併用 T2 強調画像軸位断像で高信号の

局在を確認し，脳脊髄液以外の他の水成分によ

る高信号の可能性を鑑別する。さらに髄液漏出

と硬膜外静脈叢の拡張との鑑別が必要となる。

流速がある硬膜外静脈は T2 強調画像で flow

voidを呈するが，硬膜外静脈叢レベルでは静脈

血が停滞しているため高信号となる。従って

MR myelographyや脂肪抑制 T2 強調画像のみ

では，拡張した静脈叢と硬膜外に漏出した髄液

の鑑別ができない。

● 脂肪抑制造影 T1 強調画像では硬膜外静脈叢は

静脈プールなのでほぼ均一な造影効果を示す

が，髄液漏出部位には造影効果は認めない。た

だし反応性に周囲に血管増生や拡張はあると，

淡い造影効果をきたすことがある。

神経外傷 Vol.33 2010
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Kirara Club opened in 2001 as a rehabilitation facility for
people with higher brain functional disorders. 
Currently, a total of 38 people with higher brain functional

disorders are participating in the job training support program.
Among them, 29 are males, which is 76.3% of all participants.
The people with higher brain functional disorders, who

come to Kirara Club, go through “Life Model Rehabilitation.”
We developed the “ Life Model Rehabilitation”  based on the
social work practice model. 
More than 10 people have been employed as regular workers

in the last 9 years, since 2001.  Additionally, more than 15 people
were qualified as care workers, and two people obtained chef
licenses. 
From now on, it is essential to have more facilities that

support people with higher brain functional disorders, and a
system where handicapped people can work more in society.
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原　　著

Ⅰ───────────────はじめに─

仙台市の高次脳機能障害者支援は，国の高次脳機

能障害支援モデル事業（2001〜2006 年度）に先駆け

て，2000（平成 12）〜2003（平成 15）年度に「地域リハ

ビリテーション事業」を，そして 2004（平成 16）〜

2008（平成 19）年度からは「地域リハビリテーション

支援事業」として行われてきた。

仙台市の動きと呼応して，民間では 2001（平成 13）

年度に，高次脳機能障害者を支援する会（以下，支

援する会）が発足した 1,2）。なお，仙台市での高次脳

機能障害者に対するリハビリテーションの内容は，

2004 年の本誌に小沼らが発表しているので省略す

る。

2001 年度からの 9 年間で，支援する会が立ち上げ

た高次脳機能障害者の支援施設は，4 ヵ所の通所施

設（自立訓練（生活訓練）1 ヵ所と，就労継続支援 B

型が 3 ヵ所），1 ヵ所のグループホーム等である。

2006 年の障害者自立支援法施行によって，法人格

を有する団体が施設運営を行うことになり，特定非

営利活動法人雲母倶楽部
き ら ら く ら ぶ

（以下，雲母
き ら ら

）を立ち上げる

に至った 3）。

神経外傷 Vol.33 2010
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9 年間で一般就労を果たした者は 10 名を超えた。

うち 2 名は通所中に調理師学校に進学し，調理師免

許取得後一般就労を果たした。また，通所中にホー

ムヘルパー 2 級を取得した者は 15 名おり，ホーム

ヘルパーの資格を活かし，高齢者福祉施設で就労し

ている者は 2 名いる。

しかしながら，2008 年秋のリーマンショック以降，

長引く不況は障害者の就労にも影響を与えている。

雲母では，高次脳機能障害者（以下，メンバー）の

雇用を生みだすことを目的として，2010 年 4 月に

南光だ i雲母倶楽部 Ⅱ
なんこうだいきららくらぶせかんど

（以下，セカンド）を開所し

た。セカンドは高齢者の通所介護事業所であり，メ

ンバー 1 名を正規職員として雇用し，ソーシャル・

ファーム注）として運営している。

仙台市に限らず，高次脳機能障害者支援を行って

いる事業所は増えてきたものの，サービスの地域間

格差は依然として残されたままである。現在でも雲

母には，宮城県外から支援を求める相談等が寄せら

れており，取り残された高次脳機能障害者への支援

は喫緊の課題であるといえる。

本稿では，雲母が行う高次脳機能障害者支援を踏

まえ，高次脳機能障害者の地域支援システム構築へ

の資料を得ることを目的とする。
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Table 3 疾患および障害（n=38）
①
交
通
事
故
等
に
よ
る
頭
部
外
傷

②
脳
挫
傷

③
脳
出
血

④
く
も
膜
下
出
血

⑤
知
的
障
害

⑥
脳
梗
塞

⑦
脳
腫
瘍

⑧
水
頭
症

⑨
ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病

⑩
一
酸
化
炭
素
中
毒

⑪
脳
変
性
症

合
計

% % % % % % % % % % % %
男性

（Man） 15 51.7 1 3.4 3 10.3 3 10.3 0 0.0 2 6.9 1 3.4 1 3.4 1 3.4 1 3.4 1 3.4 29 100

女性
（Woman） 4 44.4 2 22.2 1 11.1 0 0.0 1 11.1 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 100

合計
（Sum） 19 50.0 3 7.9 4 10.5 3 7.9 1 2.6 3 7.9 1 2.6 1 2.6 1 2.6 1 2.6 1 2.6 38 100

①�交通事故等による頭部外傷；head injury，②�脳挫傷； cerebral contusion，③�脳出血； crerebral hemorrhage，④�くも膜下出血；
subarachnoid hemorrhage，⑤�知的障害； intellectual disability，⑥�脳梗塞； cerebral infarction，⑦�脳腫瘍； brain tumor，⑧�水頭
症；hydrocephalus，⑨�ベーチェット病；Behcet's disease,�Behcet's syndrome，⑩�一酸化炭素中毒；carbonmonoxide poisoning，⑪
脳変性症；degenerative brain disease

Table 1 性別（Sex）（n=38）

男性（Man） 29 76.3%
女性（Woman） 9 23.7%
合計（Sum） 38 100%

Table 2 平均年齢（An�average�age）（n=38）

男性（Man） 41.4
女性（Woman） 48.8
平均年齢 45.1

注）ソーシャル・ファーム（Social Firm）
ソーシャル・ファームは，ソーシャル・エンタープ
ライズの一種であり，障害者あるいは労働市場で不
利な立場にある人々のために，仕事を生み出し，ま
た支援付き雇用の機会を提供することに焦点をおい
たビジネスである。【出典：精神障害者保健福祉研究
情報システム http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/
glossary/Social_Firm.html】
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Ⅱ───────就労支援プログラムの概要─

1．就労支援プログラムに参加するメンバーの概要

雲母には 3 ヵ所の就労継続支援Ｂ型の施設があ

る。3 ヵ所の施設に通所するメンバーは 38 名であ

る。ここでは，雲母の就労支援施設に通所する 38

名の概要を紹介する。

38 名のメンバーうち男性が 29 名で 76.3%を占め

る。女性は 9 名で 23.7%である（Table 1）。

メンバーの平均年齢は 45.1 歳で，男性は 41.4 歳，

女性は 48.8 歳である（Table 2）。

高次脳機能障害を発症する原因となった疾患と障

害では，交通事故による頭部外傷が全体の 50%（19

名）を占める。男女とも 50%前後で，最も多い（Table

3）。

発症からの現在まで，どの程度年数が経過してい

るのかをみると，0〜5 年が 10 名で 31.3%と最も高

い（Table 4）。ここ数年は，退院後まもなく通所が開

始されるケースが増加していることと，支援プログ

ラムの充実により就労支援への移行も短期間に進め

られるようになったことが影響を与えていると考え

ている。

取得している障害者手帳（精神保健福祉手帳，身

体障害者手帳，療育手帳）の種類では，精神保健福

祉手帳が最も多く，33 名（73.3%）であった。次いで

身体障害者手帳が 11 名（24.4%）であった（Table 5）。

全体の 75.6%の者は身体障害がなく，高次脳機能障

害は「見えない障害」と言われるように，外見からは

障害があると認識されないのはこのような理由から

である。

2．南光だ i 雲母倶楽部
な ん こ う だ い き ら ら く ら ぶ

の取り組み

南光だ i雲母倶楽部（以下，南光だ i）は，3 ヵ所あ

る就労継続支援Ｂ型の一つであり，8 年間就労支援

を行ってきた実績がある 4）。ここでは南光だ iが取

り組んできた就労支援について紹介する。

南光だ iは 2002 年に開所し，就労支援プログラ

ムとして通所介護事業所（高齢者のデイサービス）を

運営している。メンバーは要介護高齢者のケアや食

事づくりを行いながら，高齢者支援に必要な専門的

知識と技術の習得を目指している。

通所介護事業所は月曜日〜金曜日（祝日を含む）ま

での 5 日間，9 時から 18 時まで開所している。

メンバーは 7 名で，5 名がホームヘルパー 2 級を

取得した。スタッフは 6 名で，2 名はパート（看護師

と調理補助）である。4 名のスタッフは社会福祉士，

介護福祉士，管理栄養士，栄養士，ホームヘルパー

1 級，2 級の資格を取得している。

高齢利用者は平均 7 名が通所している（定員 8
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Table 4 発症からの年数（Appearance of disease）（n=32）

0〜 5年 % 6〜 10年 % 11〜 15年 % 16〜 20年 % 合計 %
男性（Man） 4 21.1 6 31.6 2 10.5 7 36.8 19 100
女性（Woman） 6 46.2 3 23.1 2 15.4 2 15.4 13 100
合計（Sum） 10 31.3 9 28.1 4 12.5 9 28.1 32 100

Table 5 障害者手帳の有無（handi�capped）（n=45，重複あり）

精神保健福祉手帳 % 身体障害者手帳 % 療育手帳 % 合計 %mental disorder physical disability intellectual disability Sum

男性（Man） 27 79.4 7 20.6 0 0 34 100
女性（Woman） 6 54.5 4 36.4 1 9 11 100
合計（Sum） 33 73.3 11 24.4 1 2 45 100



148

名）。メンバーとスタッフを合わせると支援者側は

13 名となり，1 名の高齢利用者に対して，約 2 名が

関わることができる。したがって，完全個別支援が

可能となる。

男性高齢利用者の割合が高く，ドライブ等外出プ

ログラムを好む。毎日午前中はドライブに出かけて

いるが，気が向かない高齢利用者は施設に残り，将

棋等好きなことをして過ごしている。その日の気分

で過ごし方が変えられるように，工夫している。

食事づくりは管理栄養士らがメンバーとともに行

う。市販の出汁等は使用せず，手作りにこだわって

いる。高齢利用者の食事に対する希望は，できるだ

け取り入れるよう配慮している。例えば，「インド

ネシアで食べたナシゴレンが懐かしい」と言われれ

ば作ったり，「みそ汁をたくさん飲みたい」と言われ

れば，器を大きくしたり，おかわりができるように

する。画一的なケアではなく，高齢利用者 1 人 1 人

のサービスへの満足を目指す。きめ細かいケアが売

りであるため，メンバーはきめ細かいケアを習得し

なければならない。それにはスタッフがきめ細かい

支援ができなければならない。スタッフの支援力を

あげるために，それぞれの施設にスーパーバイザー

を置き，週 1 回，2 時間程度の内部研修を実施して

いる 5）。

Ⅲ───── Life Model リハビリテーションの
理論枠組み─

1．Life Model 理論とは何か

雲母が行うリハビリテーションは，ソーシャル

ワークの研究者である C. ジャーメインらが提唱し

た「Life Model」の理論を基盤と考案され，「Life

Model リハビリテーション」と呼んでいる 6,7,8）。

「Life Modelの目的は，人々と彼らの環境との間，特

に人間のニーズと環境的資源の間の適合の程度を高

める（elevate the level of fit）ことである」であり 9），

また「欠 損よりもむしろ，個 人や集 団の強さ

（Strengths）に焦点を置く。ある人々の場合は，彼ら

が持つ強さは事情があって弱められているけれど

も，あらゆる人々は，強さと復元力を持っている」

としている 10）。

「Life Model」リハビリテーションは，このような

考え方を基盤として，ストレングス視点から働きか

ける。人（メンバー）の力を評価し，どのようなこと

が可能かを明らかにし，環境（プログラムや作業）と

人の双方に働きかける。カレーを作る過程で説明す

るならば，食材に包丁の刃を当て下ろすことができ

るメンバーには，スタッフが人参を固定すれば，人

参を切るという行為が可能となる。人参が終わった

ら，タマネギやジャガイモといった食材に替え，同

じように支援すれば 3 種類の食材を切ることができ

たということになる。肉と一緒にそれらを煮込んで

カレーになると，料理を作ったという事実になる。

同じように，タマネギの皮をむく，皿を置く等，作

業工程を細分化すれば，障害が重いメンバーでも役

割を果すことができる。このようにメンバーそれぞ

れが，できる部分を担い協力しあうことで，達成感

を得ることができる。また仲間やスタッフから向け

られる好ましい評価は，更なる意欲を引き出す。

我々は「できること」を積み重ねると情緒的に落ち

着き，認知の混乱が減少すると考えている。メン

バーの混乱や不安は，環境との不適応が原因となっ

ていると考えられるため，支援者がメンバーの力を

評価し，力が発揮しやすい環境を調整することは重

要なことである。

ソーシャルワーク実践では，「人間の成長と発達」

を信じて支援を行う。したがって，メンバーは何ら

かの事情によって（認知障害等によって）力が発揮で

きにくい状況となっており，力を発揮できるよう，

人と環境の双方に働きかけることで，人と環境の良

好な交互作用が促進されると捉えるのである。

2．就労支援プログラムの理論的枠組み

（1）段階的な就労支援プログラム

Life Model理論リハビリテーションは，障害の回
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復段階に応じた段階的な就労支援プログラムと，IPS

（Individual Placement and Support；個別援助付き

雇用）を参考にした就労支援プログラムの 2 種類が

ある。

就労支援に着手した当初は，原則として第 1 段階

のれ iんぼう倶楽部（以下，れ iんぼう）で，生活習

慣の再獲得を目指し，第 2 段階の iずみアウトドア

リハビリテーション倶楽部（以下，iずみ）で，円満

な人間関係の構築を再獲得を行い，第１段階と第 2

段階でのプログラムが終了しないと，第 3 段階の南

光だ i（就労継続支援Ｂ型）には進めなかった。その

理由は，南光だ iでは高齢者のケアに従事するため，

清潔が保持できない，キレたり，暴言や暴力が見ら

れる，仲間と協力ができない等の課題を抱える者

は，南光だ iのプログラムにはなじまないと考えて

いたためである。

2010 年度から iずみは，就労支援プログラムのバ

リエーションを増やすことを目的に，就労継続支援

B型に移行した。したがって，従来のような段階的

な支援とは異なる形態となっている。しかし iずみ

は，南光だ iよりも生活支援を重視したプログラム

が充実しているため，① 基本的な生活習慣や対人関

係技能を再獲得する必要がある者，② キレる，③

暴力的な行為がある，④ 飲酒等が原因で通所が安定

しない，⑤ 就労意欲が低い，といった①〜⑤に該当

するメンバーは，れ iんぼうから iずみへと移行す

る，段階的なプログラムを適用し支援している。

（2）IPS の概念を参考とした就労支援プログラム

実践を重ねる中で，基本的な生活習慣が再獲得さ

れると，情緒的にも落ち着きを取り戻し，就労に対

しても意欲的になるメンバーもいることがわかって

きた。段階的なプログラムだけでは，メンバーの

ニーズに対応できないため，新たに IPSを参考とし

た就労支援プログラムを開発した。

IPSとは，症状や障害の重さや入院歴，職業準備

性等にかかわらず，本人の「働きたい」という意欲が

あれば就労が可能であるとする概念である。これま

での職業リハビリテーションでは「Train – Place」

（訓練してから就労）が重視されており，授産施設等

で就労に必要な力を備えてから就労に移行する方法

が一般的であった。しかし IPSでは，「Place – Train」

（就労してから訓練）が有効であるとし，「個人が将

来得るであろう仕事の種類をあらかじめ知らなけれ

ば，特定の仕事に成功を納める必要な，社会生活技

能を含む特定の技能を，その人のために訓練するの

はまったく効率的ではない」としている 11）。

南光だ iのメンバーは，実際に高齢利用者のケア

に従事しながら，高齢者ケアに必要な専門知識や技

術，職場での対人関係の構築や社会人としてのルー

ル等について学んでいる（工賃は約 1 万円〜5 万円程

度）。

働きながら就労に必要な訓練を行うプログラムに

該当か否かは，高齢者ケアを希望する者から，① 安

定した通所が可能，② 明確な役割がある，③ 情緒的

に安定している，④ 仲間と協力できる，⑤ メンバー

の目標になれる等を基準として選定される。本来の

IPSでは，このような基準を当てはめること自体必

要としないが，現状では高齢者ケアの質を担保する

という視点からこの基準を重視せざるを得ない。

3．高齢利用者に対する重層的ケア

南光だ iを開所した当時，全国的にも障害者が高

齢者ケアを担うケースは極めて少なかったため，

「高齢者を障害者就労支援の道具にするのか」，ある

いは「障害者が高齢者のケアをすることで，ケアの

質は担保できるのか」等という批判や疑問が投げ掛

けられた。しかし，我々は高齢者ケアの質が担保さ

れるよう，重層的な支援の設計を行い，質の高い支

援の提供を目指している。

重層的ケアとは，高齢者ケアに対して ① メンバー

が直接関わる部分（会話や歌，自立歩行が可能な利

用者の歩行介助等），② 専門的なケアが必要となる

場合には，スタッフの指導の下，メンバーとスタッ

フが一緒に高齢者に関わる（入浴介助や車いすへの

移乗介助等），③ スタッフが直接にケアを提供する

（入浴後の皮膚疾患の処置や家族支援等）という 3 種
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類を組み合わせながらケアを提供するシステムを指

す。

スタッフは社会福祉士や介護福祉士等の資格を

持っており，自ら支援にあたりながら，メンバーが

高齢者に対して適切なケアが提供できるよう教育と

支援を行っている。スタッフへの支援は，スーパー

バイザーが行い，スタッフが安心して支援にあたれ

る体制を構築している。

Ⅳ───────────高次脳機能障害者の
地域支援システム構築に向けて─

1．地域支援システムが機能する上で重要な視点

雲母の実践で重視していることは「つなげる」支援

である。支援は制度や施策だけでは機能しない。制

度や施策を当事者のニーズに合うようにつなげてい

かなければ，当事者にとって使い勝手の良い支援に

はならない。

制度や政策が機能しない背景には，専門職と当事

者それぞれの「つながる」力の脆弱さがある。例え

ば，就職を希望する障害者が就労すれば，後は雇用

主に任せ切りになってしまい，支援者の持つ情報の

提供や支援のノウハウが引き継がれることは極めて

少ない。したがって，雇用主は当事者の関わり方や

支援方法等を獲得しなければならない。また障害者

は，自分がどう支援されれば役割が果せるのかを説

明することに慣れていない。このような当事者と支

援者の隙間を埋めないままだと，歪みが生まれ，そ

れが新たな課題を生み出す。

これは当事者とサービス提供機関だけではなく，

当事者と行政においても同じである。当事者である

市民のニーズを行政側が理解できるよう，事例や

データを提供し説明することが「つなげる」というこ

とになる。当事者の社会的孤立や支援機関がネット

ワークを作れないのは，この「つながる」支援を軽視

していることだと考えている。

地域支援システムが広がるためには，人と環境を

適切に「つなげる」ことを重視した取り組みを行うこ

とである。地域の機関や施設，専門職者が，障害者

や家族と環境が適応できるよう，「つなげる」支援が

可能となれば，高次脳機能障害者の地域生活支援シ

ステムは機能し，発展するのではないだろうか。

2．雲母の「つなげる」支援の実際

（1）職場とつなげる支援 〜 A 氏の職場復帰〜

雲母の「つなげる」支援の実際を紹介する。

A氏は仙台市から車で 2 時間程度のＢ町に住んで

いる。A氏は職場で仕事が覚えられず，何度も失敗

を繰り返していた。A氏は障害者枠で採用されてい

るため，高次脳機能障害があることは職場の上司や

同僚も知っていたが，どのように関わればよいかわ

からず，空気の読めない A氏と関わる多くの人が困

惑し，イライラさせられていた。

A氏は，① 職場の仲間と関われるように，周囲を

イライラさせる行動を抑制すること，② 指示された

仕事がこなせるようになることを目指し，雲母に通

所し始めて 2 年で職場復帰を果した。職場復帰前か

ら，雲母の職員は A氏とともに職場を訪れ，現在取

り組んでいるプログラムや支援方法等について情報

を共有した。A氏が他者をイライラさせ，困惑させ

た行動は消失していたことに上司や同僚は驚き，A

氏のリハビリテーションへの努力を認めた。上司や

同僚には，実際に支援する様子を見てもらい，A氏

との関わりを体験してもらうことを繰り返した。ま

た，職場の上司も雲母を訪れ，A氏のリハビリテー

ションの様子等について理解を深める機会を作っ

た。復職の際には，雲母のスタッフが同行し，その

後も TELや訪問によって職場の上司や同僚，A氏

を支援した。A氏は 4 年たった現在でも，職場で勤

務し続けている。

（2）医療とつなげる支援

高次脳機能障害は外傷や疾病が原因で引き起こさ

れるため，回復しても医療との関係は切り離せな

い。これは雲母の通所介護事業所に通所する高齢利

用者にも共通することである。
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家族は高齢利用者の様子がおかしいといった不安

があると，家族から雲母に連絡してくることがあ

る。スタッフは主治医に家族からの不安を代弁し，

雲母で把握している情報（通所時の様子等）も含めて

報告を行う。家族には主治医からの指示や情報を伝

える等，主治医と家族のコミュニケーションを支え

ている。

主治医に上手く説明できない，何を伝えれば良い

のかわからない家族もいる。我々は家族の不安を整

理し，明確化し，主治医に伝える支援（つなげる支

援）を日々実践している。

3．雲母の今後の課題

2009 年度から 2010 年度では新たなプログラムと

して，県外 3 ヵ所（北海道，愛媛県，山形県）で就労

体験を行った。研修ではデイサービスでの経験もで

きたが，温泉旅館の清掃業務や柑橘類の収穫，子ど

も会の行事の手伝い等，経験のない業務を体験でき

た。異業種や異なる地域でも，メンバーは日頃のリ

ハビリテーションで身に付けた就労技術を発揮でき

ることが確認された。就労体験も，「つながる」支援

の上に成り立っている。

初めて就労体験を依頼した際は，受け入れ先の不

安が強く，交渉は難航した。しかし，雲母のスタッ

フが現地を訪問し，仙台での活動の様子や，事前準

備の打ち合わせを行う中で，徐々に受け入れ先の不

安を解消していった。結果としては，我々が訪問し

たことで，町の障害者や高齢者施設の当事者，ス

タッフが一同に会した交流会が開催された。町の福

祉施設が集まったのは初めてとのことだった。

「つながる」支援の強化は今後も雲母の課題であ

る。そして「つながる」ことでメンバーの生活体験・

就労体験が豊かになることを理解し，「つながる」支

援を実践することが重要である。
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Enforcement for higher cortical dysfunction
in children with traumatic brain injury

MANA KURIHARA, TOSHITAKA KOHAGIZAWA

MANABU YOSHIHASHI, CHIEKO IINO, RIE ANZAI

Department of Pediatrics, The Kanagawa Rehabilitation Center

Study to higher cortical dysfunction after traumatic brain
injury in children has hardly been carried out though such area
has already been arranged in adults.
We investigated higher cortical dysfunction in children with

traumatic brain injury who were achieved rehabilitation in our
hospital during recent 5 years.  The objects were 88 children
average age 8 years 2 month at brain injury, and average age 13
years 6 months at present.  The causes of brain injury were
traffic accidents 76 cases, falls 8 cases etc.  The types of injury
were duffuse brain injury 37 cases, contusion 24 cases, acute
subdural hematoma 19 cases etc.  The types of higher cortical
dysfunction were attention deficit 61 cases, memory disturbance
59 cases, poor emotion regulation, poor exective processes, poor
social relationship etc.
The first step for dealing with higher cortical dysfunction

should be correct assessment by observation and neuropsycho-
logic examinations.  The basic way for intervention is to make
suitable programs through suficient understunding to his/her
own problems according to the assessment, and continue to
achieve them in daily life.  Making shot term targets such as for
3 months, and long term targets such as 1 year is useful.
Exercises should be practical, clear, interisting, and not too diffi-
cult.  Training should be gradual and evolutional approach.
Envilonment should be arranged properly.  Also cooperation
between home and school is very important.  It is useful for
them to be trained by the programs for children with develop-
mental disabilities.

152

原　　著

Ⅰ───────────────はじめに─

2001 年に国の高次脳機能障害支援モデル事業が開

始され高次脳機能障害への対応は成人では整ってき

たが，小児ではいまだ試行錯誤の段階である。今回

は当院で施行している小児脳外傷後の高次脳機能障

害への取り組みについて報告し，今後の一助とした

い。

Ⅱ──────────────対象・方法─

最近 5 年間に当院で脳外傷に対するリハビリテー

ションを行った受傷年齢 16 歳未満で受傷後 1 年以

上が経過している 138 例のうち，高次脳機能障害が

生活上問題を生じている 88 例（男 60 例・女 28 例）を

対象とした。受傷時の年齢は 2 ヵ月〜15 歳 9 ヵ月

（平均 8 歳 2 ヵ月），現在の年齢は 5 歳 11 ヵ月〜26
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歳 10 ヵ月（平均 13 歳 6 ヵ月），受傷後の期間は平均

5 年 5 ヵ月であった。受傷原因，急性期の状況，後

遺症全般の状況，高次脳機能障害の状況とその取り

組みについて検討した。

高次脳機能障害の評価については，まず受傷前の

生活歴，知的レベル，行動特性，受傷時の状況を小

児神経科医が家族，教師などから聴取した。次いで

臨床心理士による神経心理学的検査，言語聴覚士に

よる言語検査を行った。並行して理学療法，作業療

法，院内学級教師による授業を行うなかで本人の評

価を行い，関連スタッフによるチームミーティング

で情報交換を繰り返しながら高次脳機能障害の評価

を進めた。

Ⅲ──────────────対象の背景─

受傷原因は交通事故 76 例（86.4%），転落 8 例

（9.1%），打撲 2 例（2.3%），転倒 1 例（1.1%），物を

投げられて受傷 1 例（1.1%）であった。脳損傷の型

（重複例あり）はびまん性脳損傷 37 例（42.0%），挫傷

24 例（27.3%），急性硬膜下血腫 19 例（21.6%），急性

くも膜下出血 13 例（14.8%）など，急性期の治療（重

複例あり）は保存的治療 38 例（43.2%），血腫除去 27

例（30.7%），低体温療法 25 例（28.4%）などであっ

た。

後遺症は身体障害 9 例（10.2%）（歩行可能 7 例，伝

い歩き 2 例），知的境界域 21 例（23.9%），知的障害

32 例（36.4%）（軽度 24 例，中等度 5 例，重度 3 例），

てんかん合併 15 例（17.0%）などであった。

Ⅳ─────────高次脳機能障害の内容─

高次脳機能障害の内容（重複例あり）を Fig.1 に示

す。最も多いのは注意障害 61 例（69.3%）で，記憶

障害 59 例（67.0%），感情コントロール不良 56 例

（63.6%），遂行機能障害 39 例（4.3%），対人技能拙
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Fig.1 Higher cortical dysfunction after traumatic brain injury in children.

Attention deficit, memory disturbance and poor emotion regulation were the three main findings.
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劣 38 例（27.0%），固執性 28 例（31.8%）などが続い

た。

Ⅴ────────高次脳機能障害への対応─

1．基本的な対応

急性期の病院から転院した 61 例と，すでに在宅

生活をしているなかで問題を生じて当院を受診した

27 例とでは，当院における高次脳機能障害への対応

は多少異なっていたが，いずれも観察による評価，

臨床心理士・言語聴覚士を中心とした検査を通して

問題点を見極めることが重要であった。そのうえで

家族や教育関係者を中心とした周囲の人への理解を

深め，日常生活のなかで対応していくことが基本で

あった（Fig.2）。高次脳機能障害に対する目標設定に

あたっては，まず正しい評価を行い，本人，家族，

教師などとの話し合いを通して目標を設定する。短

期目標（本人にわかりやすい具体的で現実的な目

標：2〜3 ヵ月先の目標）と長期目標（1〜2 年先の目

標）を設定することがポイントであった。

2．具体的な対応

① 課題の選び方：日常生活や学習に関連したわか

りやすいもの，具体的なもの，本人が興味をも

つもの，達成感が得られるような難しさのもの

を選ぶ。

② 訓練の進め方：訓練は段階的に進め，成果を本

人に伝えることにより意欲を維持させる。

③ 環境を調整する：本人が混乱しにくい環境，家

庭や学校の環境に類似した訓練環境，環境の構

造化（手がかりを示す，行動がパターン化しや

すくする）がポイントであった。

④ 日常生活で実際に用いる：訓練場面でできたこ

とを日常生活に取り入れる。はじめは病院の中

で次に病院の外で練習し，家族や教師に協力し

てもらうことがポイントであった。

⑤ 家庭と学校で連携をとる。

神経外傷 Vol.33 2010

Developmental Disabilities

Attention Deficit Hyperactive Disorder 
High Function Autism

Learning Disabilities 
Mild Mental Retardation

Memory Disturbance 
Visual Neglect 

Aphasy

Poor Motivation 
Affective Incontinence

Acquired Higher Cortical Dysfunction  

Cognitive Impairment Behavior Impairment 

Fig.3 Similarity between developmental disabilities and acquired highed cortical dysfunction.

Intervention for acquired brain injury should be applied to developmental disabilities.

Father, Mother, Brothers, Sisters, Grandfathers, 
Grandmothers, Teachers, Friends

What are the problems ? 

Make Suitable Programs

the First Step

K
ey Persons

Improve Understanding 

Fig.2 Assessment and intervention for higher cortical
dysfunction.

According to the correct assessment, people around the
child especially parents improved their understanding what
were the problems.
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⑥ 現存の特別支援教育プログラムで対応する

（Fig.3）：軽度知的障害における全体的知的発達

の問題，学習障害における文字の読み・書き・

計算能力の問題，高機能自閉症における対人関

係・社会性・思考の柔軟性の問題，注意欠陥／

多動性障害における自己コントロールの問題と

重ね合わせて，教育現場で支援されることが現

実的である。

3．リハビリテーションスタッフの対応

チームアプローチを行う際のスタッフの役割を

Fig.4 に示す。医師は医療を担当すると同時にチー

ムリーダーとして全体をまとめる。理学療法士は運

動機能を向上させ集中力などを改善させる。作業療

法士は高次脳機能障害のリハビリテーションに大き

く関わり，症状に合わせて機能改善をはかる。言語

聴覚士は失語やコミュニケーション障害に対応す

る。臨床心理士も高次脳機能障害のリハビリテー

ションに大きく関わり，評価の中心となる。ソー

シャルワーカーは外部との連携をとり，社会情報を

伝える役割をする。教師は就学校へ情報を伝える。

【症例提示】 9 歳，男児

【診 断 名】 脳外傷後遺症

【主　　訴】 リハビリテーション，復学

【現 病 歴】 8 歳 7 ヵ月時，自転車乗車中に乗用車

と衝突した。急性期 Glasgow coma scaleは 4，外傷

性くも膜下出血・急性硬膜下血腫・びまん性脳損傷

（Fig.5）の診断で，某院にて穿頭脳室ドレナージ・頭

蓋内圧センサー挿入術を受けた。人工呼吸器を 11
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Fig.4 Team approach.

Intervention by team approach was very effective for rehabilitation of higher cortical dysfunction.

Fig.5 T2 weghited brain MRI 4 months after traumatic
brain injury.

Brain atrophy especially at the frontal lobe was seen.
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日装着した。リハビリテーションを目的に受傷 4 ヵ

月後に当院へ転院した。

【高次脳機能障害の症状】

① 全般的情報処理スピードの低下。

② 注意障害：注意が散漫で集中できない。楽しみ

なことがあると過程が飛んでしまう。注意の振

り分けが難しい。

③ 記憶障害：出来事の想起は改善したが，学習課

題など興味が薄い事柄は忘れやすい。

【神経心理学的検査】

K-ABC（Kaufman Assessment Battery for Children）

心理教育アセスメントバッテリー（習得度尺度）：算

数 68，なぞなぞ 71，ことばの読み 91。レーヴン色彩

マトリックス：8 歳 6 ヵ月相当。DN-CAS（Das-

Naglieri Cognitive Assessment System）：図形の推理

7，関係の理解 6。

【高次脳機能障害への対応法】（Fig.6）

① 注意集中力の向上：自力で取り組む活動では時

間に余裕をもたせる。集中がとぎれそうな時に

は声をかける。目標を本人に明示する。

② 記憶障害への工夫：物品や写真を用いて思い出

す手がかりにする。絵カード，単語カードなど

を利用して訓練する。

③ 本人ができることに重点を置き，達成感を得さ

せる。

【退院後の経過】

前籍校の小学 3 年生特別支援級に復学した。入院

中に認められた注意障害が予想外に問題とならず，

比較的順調な復学ができた。当院小児科外来での定

期的経過観察，理学療法と作業療法を月１回継続し

ている。年度のはじめに学校に対して再度情報提供

を行った。対応プログラムは本人と家族へ伝えるだ

けでなく，学校へも伝え，学校では現存の特別支援

教育に則った個別の支援を行っている。

Ⅵ───────────────考　　察─

小児の高次脳機能障害の報告は少なく，対応もほ

とんどなされていないのが現状であるが，我々は 10

年程前から小児の高次脳機能障害に対する検討を継
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Fig.6 Rehabilitation approach during in-hospital period.

(a) speach therapy for aphasy.  (b) occupational therapy for co-ordination of hands and sight.  (c) cognitive training by
psychologist.  (d) explanatory meeting by all rehabilitation staffs.  (e) study at hospital school.
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続しており，その成果が少しずつ得られてきてい

る 2,3,4）。

我が国では，過去のデータバンクシステムは 4 歳

以上が対象となっており小児脳外傷のデータがほと

んど集計されていなかったが，最近は少しずつ報告

がみられるようになっている。全国 10 施設で 1990

〜2001 年に Glasgow Come Scale 8 以下の重症頭部

外傷を調査した報告では，15 歳以下の小児例は

1101 例中 101 例，平均年齢は 7.8 歳で，1 歳と 9 歳

にピークがあり，小児は成人に比し死亡率が低く，

転帰は全般に良好であったと述べられている 5）。亀

山らは，0 歳から 5 歳間隔に頭部外傷を集計し，10

代後半〜20 代前半，60 歳以降，5〜9 歳の順に多く，

歩行者の交通事故が 5〜9 歳に最多で，転落は 0〜4

歳で最も多く，自転車事故が全年齢層にわたって生

じており 0〜4 歳においても多数発生している述べ

ている 1）。小児脳外傷については急性期の報告は散

見されるようになったが，予後に関する報告はいま

だ少なく，高次脳機能障害の報告はさらに少ない。

高次脳機能障害の評価は成人でも難しいが，小児

ではさらに難しい。小児で施行可能な神経心理学的

検査は種類も限られ，検査者の熟練を要する。した

がって小児においては検査に頼るのではなく，実際

の生活で問題になっている事柄を評価することが最

も重要となる。小児の社会生活能力は学校生活に顕

著にあらわれるので，教師からの情報収集が有効で

ある。

小児における脳外傷後の高次脳機能障害は，成人

の場合と類似しており，記憶障害，注意障害，遂行

機能障害などが多い 3）。成人との違いは，発達に伴

い症状が変化すること，脳の可塑性があるため改善

が大きいこと，就学するまで症状が目立たないこと

などである 9,10）。

成人では高次脳機能障害に対する支援体制が整い

つつある。富田らは，東京都多摩地区に医療関係者

で研究会を立ち上げ，高次脳機能障害を担当する行

政とも協力関係を構築し，診断評価，リハビリテー

ションシステムを構築する準備ができたことを報告

している 6）。浦上らは，脳損傷者の社会参加（復職・

復学）を目標とした他職種による集中的入院訓練プ

ログラムの効果を検討し，早期の入院環境で包括的

集中リハビリテーションプログラムを行うことは社

会参加を支援するうえで意義があると報告してい

る 7）。しかし小児においてはこれらの報告はほとん

どない。

我々が行っている小児の高次脳機能障害への対応

は，正しい情報の収集 → 症例に合わせた短期・長

期プログラムの作成 → 再評価とプログラムの修正

が基本である。それにあたり環境の調整と日常生活

のなかでのプログラムの遂行が大切である。我々は

以前，後天性の高次脳機能障害に対して特別なプロ

グラムを作成して，それを教育の現場で生かしてい

きたいと思っていた。しかし現在は，現存する発達

障害の教育プログラムと重ねた支援が基本であると

考えるに至った。発達障害と後天性の高次脳機能障

害とは必ずしも同じではないが，個々の小児に合わ

せた教育プログラムを作るなかでそれらの対応を考

えていくことこそが現在できる最良の対応方法であ

ると思われる。Ylvisakerらも，脳外傷後の小児の

認知障害および行動障害への介入方法として，生活

の場で，家族などの協力を得ながら，認知障害と行

動への支援を統合して行う方法を提唱している 8）。

これは標的とする問題行動を変容しようとする従来

の行動変容法と異なり，より社会に適応できるよう

に患者の生活様式を変えていこうとする方法と説明

されている。

今後，小児の高次脳機能障害への支援体制が充実

していくために検討を続けたい。
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原　　著

Ⅰ───────────────はじめに─

脳外傷や脳卒中など脳損傷の急性期治療はめざま

しく進歩し，その救命率は著しく向上した 15）。ま

た，急性期から身体障害へのリハビリテーションが

行われるようになり，Activities of Daily Livingの改

善がみられている 6）。

これらの急性期治療が進歩するに伴い，亜急性期

以後に顕在化する高次脳機能障害への対応が求めら

れるようになった。わが国では，1999 年ごろから高

次脳機能障害に対する取り組みへの重要性が広く認

識されるようになった 18）。

高次脳機能障害とは，元来，物理的・生理的脳損

傷を原因とする認知機能障害を指すが，学術的定義

では i）失語症・失行症・失認症・認知症と ii）記憶障

害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害の 2 群

を含み，原因疾患は問わない。一方，行政的定義は

i）は含まれず ii）のみを対象とし，脳損傷の発症起点

神経外傷 Vol.33 2010
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が確認されるものを指す 12）。本報告では，行政的定

義での高次脳機能障害に拠って論じていく。

この高次脳機能障害への介入には，認知リハビリ

テーション・社会復帰支援などに加えて，薬物療法

が含まれる 8,12）（Fig.1）。薬物療法が含まれる理由

は，高次脳機能障害には，認知面の問題の他に，性

格の変化・社会的行動障害などの精神面の問題を伴

うことが多いためである 5）。

しかし Francisco 4）の報告でもみられる如く，治

療者の個人的経験で投与薬剤が選択されている

（Table 1）。この原因として，社会的行動障害の評価

法が確立していない 10）ことが根本にある。そのため

慢性期の薬物療法の治療ガイドラインが，現時点で

は示されていない 13）。そこで筆者らは，高次脳機能

障害でみられる社会的行動障害の因子的な分析を重

要視し，因子ごとに定量的評価が可能な「社会的行

動障害に対する質問票」22）（Table 2）を作成した。

本報告では，慢性期の高次脳機能障害症例に対す

る抗うつ薬・気分安定薬・抗精神病薬の投与状況を後

方視的に調査した。次に，著者らの作成した質問票

を用いて投薬の効果を因子別に検証した。そして，

それらをもとに今後の治療方針について考察したの

で報告する。

Ⅱ──────────────対象・方法─

過去 5 年間に，当院に受診した慢性期の高次脳機能

障害症例 33 例（男性 26 例・女性 7 例）を対象とした。

原因疾患は，脳外傷 30 例・脳血管障害 2 例・良性脳

腫瘍術後 1 例であった。これらの症例の介入開始平均

年齢は 35.8 ± 14.7 歳，発症から介入開始までの平均期

間は 58.5 ± 60.5 ヵ月，介入開始時の Full Intelligence

Quotient（Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised 20））

は平均 76.3 ± 20.3 であった。

これらの症例に対して，興奮・抑うつなどの社会

的行動障害の治療を目的に，抗うつ薬・気分安定

薬・抗精神病薬の 3 種類の向精神薬を投与した。社

会的行動障害に対する質問票 22）（Table 2）を，投薬

前と投薬 6 ヵ月後に，各症例の家族・介護者に記入
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急性期医療＋身体障害のリハビリ 

認知障害へのリハビリ 

社会的行動障害への対応 

職業訓練 

社会的復帰・復職 

退院・更生施設 

脳外科・救急科 
神経内科 

リハビリ科 

精神科 

急性期の薬物治療 

慢性期の薬物治療 

Fig.1 Clinical course of individuals with cognitive
dysfunction.

Table 1 Most common drug choices of specialists and
non-specialists 4)

脳外傷スペシャリスト 非スペシャリストの
症　状 の選択した最適薬剤 選択した最適薬剤

興　奮 バルプロ酸※（13） ロラゼパム（9）
（agitation） プロプラノロール（8）リスペリドン*（8）

易怒性 バルプロ酸※（6） バルプロ酸※（11）
（anger） SSRI#（5） カルバマゼピン※（7）

抑うつ パロキセチン#（11） パロキセチン#（11）
（depression） セルトラリン#（10） メチルフェニデート（5）

#：抗うつ薬，※：気分安定薬，*：抗精神病薬

Table 2 Questionnaire for neurobehavioral disability 22)

〈Excerpt〉

因子１：興奮
・興奮するとすぐ激しく怒ってしまいますか？
・小さなことで気持ちが切れてしまいますか？

因子２：発動性の低下
・意欲が低下し何もしようとしませんか？
・人から指示されないと何もしませんか？

因子３：他者情動の理解
・人の気持ちを思いやることができませんか？
・その場の雰囲気を感じとれませんか？

因子４：抑うつ気分
・彼は自分がなさけないと思っていますか？

因子５：自己表現
・彼は，いつも話がまわりくどいですか？
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してもらい，その結果をｔ検定にて評価した。

Ⅲ───────────────結　　果─

1） 3 種類の向精神薬の投与状況について，単剤も

しくは 1 種類だけの投与は，抗うつ薬 7 例・気

分安定薬 2 例・抗精神病薬 5 例の全 14 例に行わ

れた。これに対し，多種類の複合的投与は合計

19 例に行われた（Fig.2）。抗うつ薬は 18 例に投

与されており，その中では selective serotonin

reuptake inhibitor（以下, SSRI）と serotonin nor -

adrenalin reuptake inhibitor（以下 , SNRI）の投

与例が多かった。気分安定薬は 21 例に投与さ

れており，バルプロ酸の投与例が最も多かった。

抗精神病薬は 19 例に投与されており，非定型

抗精神病薬の方が定型抗精神病薬より多かった

（Fig.2）。

2） 抗うつ薬投与群では，本質問票の下位項目のう

ち，「抑うつ気分」において 1%水準で有意な

改善がみられ，「興奮」「他者情動の理解」「自

己表現」において 5%水準で有意な改善がみら

れた（Fig.3）。

3） 気分安定薬投与群では，本質問票の下位項目の

うち，「興奮」において 5%水準で有意な改善

がみられた（Fig.4）。

4） 抗精神病投与群では，評価点の平均は各因子と

も低下し，症状に改善傾向はあるものの，有意

な変化はみられなかった（Fig.5）。

5） 投薬による重篤な合併症は，5 例にみられた

（Fig.6）。このうち，抗うつ薬投与例には，acti-

vation症候群と性機能低下の合併が 1 例ずつみ

られた。複合的投与を行っていた症例には，

Parkinson症候群 2 例，高血糖 1 例の合併がみ

られた。これらの合併症は，投薬の中止により

全例とも消失した。

Ⅳ───────────────考　　察─

1．抗うつ薬について

抗うつ薬は，高次脳機能障害の慢性期に生じる興

奮・抑うつ状態に有効であるとする報告がある 1,11）。

特に，脳卒中後の抗うつ薬の投与は，うつ症状や身

体機能の改善が期待できるため推奨されている（グ

レード B）16）。本報告でも質問票による評価では，

特に「抑うつ気分」の項目で有意な改善がみられた。
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抗精神病薬 

抗うつ薬 気分安定薬 

2 例 

8 例 

5 例 

6 例 

なし 

7 例 
5 例 ＜気分安定薬＞ 

バルプロ酸（17件） 
カルバマゼピン（5件） 
炭酸リチウム（4件） 

＜SSRI＞ 
パロキセチン　（8件） 

＜三環系＞ 
クロミプラミン　（3件） 
イミプラミン　　（2件） 
アミトリプチリン（1件） 

＜その他＞ 
トラゾドン（1件） 

＜非定型抗精神病薬＞ 
リスペリドン（14件） 
ペロスピロン（2件） 
クエチアピン（1件） 
オランザピン（1件） 

＜定型抗精神病薬＞ 
ハロペリドール（5件） 
クロルプロマジン（2件） 
プロペリシアジン（1件） 
ブロムペリドール（1件） 

＜SNRI＞ 
ミルナシプラン（9件） 

（＊注：多剤投与がされているため投与件数が症例数を超えている） 

Fig.2 Medication of three type drugs.
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さらに，「興奮」，「他者情動の理解」，「自己表現」の

項目でも改善がみられた。

抗うつ薬の中でも特に SSRI は，Randomized

Controlled Trialを含むいくつかの研究から，脳損傷

で生じた抑うつ症状・不安焦燥・衝動性・易刺激性な

どに有効な場合がある 1）。特に脳卒中後のうつ状態

は，SSRIにより，明らかな合併症もなく有意に改

善されるとした報告がある（レベル Ib）9,17）。

本報告では，抗うつ薬で問題になりがちな，抗コ

リン作用・抗ヒスタミン作用・抗不整脈作用の合併症

は特にみられなかった。その理由には，SSRI や

SNRIが比較的多く選択されたことが挙げられる。こ

れらは，セロトニンなどの再取り込みを選択的に阻

害するので，前述した合併症が生じにくい 14）。

ただし，SSRIの投与例 2 例に合併症が生じてい

る。そのうちの 1 例は，焦燥性の抑うつ気分がみら

れた 20 歳女性の脳外傷症例であった。本例には，

パロキセチン 20 mg／日が投与されたが，約 1 ヵ月

後に衝動がおさえにくくなり，周囲の者への敵意が

投与前より強くなった。これは activation症候群が

合併したものと判断された。他の 1 例は，不眠と興

奮のみられた 27 歳男性の脳外傷症例であった。本

例には，パロキセチン 10 mg／日が投与されたが，次

第に勃起困難となった。以上の点から，若年者への

パロキセチン投与では，少量から開始することや，

きめ細かに診察することが必要であると思われた。

一方，三環系抗うつ薬には痙攣誘発作用があるこ

とが指摘されている 7）。そのため本報告では，投薬

前に脳波検査を必ず施行した。そして，てんかん波

を認めた場合には，抗けいれん薬も同時に投与し，
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三環系抗うつ薬の単独投与とはしなかった。この結

果，けいれんの合併が生じなかった可能性がある。

2．気分安定薬について

Wroblewski 21）は，気分安定薬が慢性期の脳外傷

に生じる興奮に有効であったと報告している。本報

告でも，気分安定薬の投与例で，質問票の「興奮」の

項目に改善がみられた。

本報告では，バルプロ酸の投与例が最も多かっ

た。Levy 11）は，バルプロ酸が脳外傷で見られる攻

撃性・焦燥・不安等に対し効果的であると報告してい

る（レベル II）。その作用機序は不明確だが，ナトリ

ウムチャンネルやカルシウムチャンネルの抑制作

用・ガンマアミノ酪酸（以下, GABA）分解酵素の阻

害作用，GABA合成酵素の活性増加作用，等が関連

すると推定されている 21）。

また本報告では，カルバマゼピンの投与例が 2 番

目に多かった。Azouvi 2）は，カルバマゼピンについ

て，興奮行動尺度で評価して，脳外傷の易刺激性や

脱抑制に有効であったと報告している（レベル II）。

3．抗精神病薬について

抗精神病薬について，本報告では質問票のすべて

の因子で有意な変化はみられなかった。しかし

Elovic 3）は，抗精神病薬が慢性期の高次脳機能障害

で生じる興奮・易怒性に有効であり，特にクエチア

ピン（非定型抗精神病薬）が，脳外傷例の感情爆発に

対し効果的であったと報告している。

本報告では，クエチアピンの投与例は 1 例のみで

あり，非定形抗精神病薬ではリスペリドンの投与が

多かった。このため有意差がみられなかったのかも

しれない。しかし，リスペリドンの投与により物盗

られ妄想や被害妄想が改善し，興奮がおさえられた

症例が 2 例あった。この点については，同じ非定形

精神病薬であるオランザピンが，器質性の幻覚妄想

に有効であった報告がある 19）。

一方，非定形精神病薬には，高血糖を生じやすい

という問題がある。本報告でも血糖値が正常であっ

た 50 歳脳外傷男性に対し，興奮を抑えるためリス

ペリドン 1 mg／日を投与したところ，興奮は改善し

たものの，ある時点から突然高血糖となった。

また，定型精神病薬には，錐体外路症状を生じや

すい問題がある。本報告では，複合的投与例で

Parkinson症候群が 2 例の症例に生じた。これらの

症例にはハロペリドールが投与されており，それが

原因で Parkinson症候群を合併した可能性がある。

以上の点から抗精神病薬は，各薬剤で効用や合併

症がさまざまであり，抗うつ薬や気分安定薬に比較

してエビデンスも確立していない。したがって現時

点では，興奮に対して抗うつ薬や気分安定薬が無効

であった場合や，妄想などの統合失調症様の症状を

伴う場合の選択肢として抗精神病薬を使用していく

のが望ましいと思われた。

4．多剤複合的投与について

本報告では，向精神薬として多剤が投薬された症

例が多かった。これは，当院への紹介前の治療担当

科が脳神経外科・神経内科・精神科・リハビリテー

ション科とさまざまであったこと，当院においても

前担当医の投薬内容を原則的に継続したことが要因

であった。また Francisco 4）の報告にもあるように，

SSRI・非定形抗精神病薬などの新しい向精神薬が普

及し，投薬が多彩化したことも原因と考えられる。

今後は，各薬剤の単独使用による前方視的な研究

が必要であり，エビデンスに基づいた投薬手順の確

立が求められる。

5．考察のまとめ

高次脳機能障害症例への薬物投与について，興

奮・易怒性には，抗うつ薬・気分安定薬が有効で

あった。また，抑うつ気分には，抗うつ薬が有効で

あった。

Ⅴ───────────────おわりに─

脳損傷では自然治癒を期待できる場合があるの

神経外傷 Vol.33 2010
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で，対症的な投薬を一定期間に限って行い症状を軽

減できれば，悪循環的な症状の進行を防げられるこ

とが多い。

ただし現時点では，薬物療法を導入する際に，慎

重さが求められる。すなわち原則的には，家族・リ

ハビリスタッフ・福祉担当者との協議や，職場など

への指導をまず行い，環境調整や心理教育など非薬

物療法以外の介入をした上で，それでも問題解決が

できない場合に導入すべきである。

しかしながら今後は，各症例の持つ個別の症状を

因子単位に区分して評価するという態度が求められ

る。なぜならば，脳損傷後に生じる高次脳機能障害

は，知的能力の低下・情報処理速度の低下・行動能

力の低下・病前性格の先鋭化 ・環境変化への適応障

害，等の因子から成る複雑な構造をしていると思わ

れるからである。そして，この因子単位でのリハビ

リテーション・心理療法・薬物療法等のエビデンスを

検証し，それらを比較しながら，より適切な介入の

選択や組み合わせをしていく手法が望まれる。

文 献
1） Alderfer BS, Arciniegas DB, Silver JM: Treatment of

depression following traumatic brain injury.  J Head
Trauma Rehabil 20（6）: 544-562, 2005.

2） Azouvi P, Jakic C, Attal N, et al: Carbamazepine in
agitation and aggressive behaviour following severe
closed-head injury; results of an open trial.  Brain
Injury 13（10）: 797-804, 1997.

3） Elovic EP, Jasey NN, Eisenberg ME: The use of
atypical antipsychotics after traumatic brain injury.
J Head Trauma Rehabil 23（2）: 132-135, 2008.

4） Francisco G, Walker W, Zasler D, Bouffard M:
Pharmacological management of neurobehavioural
sequelae of traumatic brain injury: A survey of
current physiatric practice.  Brain Injury 21（10）: 1007-
1014, 2007.

5） 原元彦：行動と感情の障害. 高次脳機能障害のリハビ
リテーション－実践的アプローチ－,  本田哲三（編）, 医
学書院, 東京, 2005. pp82-91.

6） 出江伸一：早期リハビリテーションの有効性.  EBM
ジャーナル 5（4）: 406-411, 2004.

7） 井上有史, 兼子直, 大沼悌一, ほか：「精神症状」への影
響を考慮したてんかん治療－てんかん患者の QOL 向
上を目指して－.  Pharma Medica 27（12）: 55-62, 2009.

8） 石田暉：頭部外傷の治療戦略.  ケアスタッフと患者・家
族のための頭部外傷, 石田暉（編）, 医歯薬出版, 東京,
2005, pp54-63.

9） 幸田るみ子, 大坪天平, 上島国利：パロキセチンが奏効
した脳血管障害後のうつ病の一例.  Pharma Medica
21: 37-40, 2003.

10） 久保善郎, 長尾初瀬, 小崎賢明, ほか：脳外傷者の認知
－行動障害尺度（TBI-31）の作成－生活場面の観察によ
る評価.  総合リハ 35（9）: 921-928, 2007.

11） Levy M, Berson A, Cook T, et al: Treatment of agita-
tion following traumatic brain injury: A review of
the literature.  Neurorehabilitation 20: 279-306, 2005.

12） 波平智雄：高次脳機能障害とは.  沖縄医報, 45（10）: 1095-
1099, 2009.

13） Neurobehavioral guidelines working group members:
Guidelines for the pharmacologic treatment of neuro -
behavioral sequelae of traumatic brain injury.  J
Neurotrauma 23（10）: 1468-1501, 2006.

14） 大森哲郎：よくわかる精神科治療薬の考え方・使い方,
大森哲郎（編）, 中外医学社, 東京, 2008, pp1-8.

15） 小野純一, 坂本哲也, 川又達朗, ほか：交通事故で受傷
した重症頭部外傷の最近の動向: 頭部外傷データバン
クの検討から.  神経外傷, 31: 122-130, 2008.

16） 里宇明元：リハビリテーションガイドラインの作成と
EBM.  EBM ジャーナル 5（4）: 384-390, 2004.

17） 篠原幸人, 吉本高志, 福内靖男, ほか：脳卒中治療ガイ
ドライン 2004.  脳卒中ガイドライン委員会（編）, 興和
印刷, 東京, 2004, pp86-112.

18） 東京都高次脳機能障害者実態調査研究会：高次脳機能
障害実態調査報告書, 1999.

19） Umansky R, Galler V: Olanzapine treatment in an
organic hallucinosis patient.  Int J Neuropsychopharmacol
3: 81-82, 2000.

20） Wechsler D: WAIS-R Manual,  The Psychological
Corporation, New York, 1981.

21） Wroblewski BA, Josepf AB, Kupfer J, et al:
Effectiveness of valproic acid on destructive and
aggressive behaviours in patients with acquired
brain injury.  Brain Injury 11（1）: 37-48, 1997.

22） Yamasato M, Satou S, Ikejima C, et al: Reliability and
validity of the questionnaire for neurobehavioral
disability following traumatic brain injury.  Psychiatr
Clin Neurosci 61: 658-664, 2007.

■ 山里 道彦（筑波記念病院 精神科）
〒 300-2622 茨城県つくば市要 1187-299
TEL: 029-864-1212  / FAX: 029-864-8135

E-mail: yamasato@mail1.accsnet.ne.jp

神経外傷 Vol.33 2010



神経外傷 33: 165–172, 2010

123I-Iomazenil（IMZ）SPECT に
よる脳外傷後高次脳機能障害の
神経画像

中川原 譲二 1

上山 憲司 1

高橋 正昭 2

中村 博彦 1

1 中村記念病院 脳神経外科

2 中村記念病院 放射線部

Key words:
Mild traumatic brain injury
Post-traumatic higher brain dysfunction
123I-Iomazenil（IMZ）
SPECT
3D-SSP

Received October １, 2010
Accepted December 28, 2010

（Neurotraumatology 33 : 165–172, 2010）

Neuroimaging of post-traumatic higher brain
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In patients with mild traumatic brain injury (MTBI), higher
brain dysfunctions which consist of cognitive impairments
such as memory, attention, performance and social behavioral
disturbances could be rarely apparent.  However, higher brain
dysfunctions should be identified by neuropsychological tests
and supported by a social welfare for handicapped patients.
Acknowledgement of higher brain dysfunctions after MTBI
without obvious brain damages on morphological neuroimag-
ings could be a social issue under controversy.  An imaging of
cortical neuron damages in patients with higher brain dysfunc-
tions after MTBI was studied by functional neuroimaging using
123I-Iomazenil (IMZ) SPECT.
Statistical imaging analyses using 3 dimensional stereotactic

surface projections (3D-SSP) for 123I-IMZ SPECT and 123I-IMP
SPECT as CBF studies were performed in 11 patients with
higher brain dysfunctions after MTBI.  In all patients with
higher brain dysfunctions defined by neuropsychological tests,
cortical neuron damages were observed in bilateral medial
frontal lobes, but reduction of CBF in bilateral medial frontal
lobes were less obviously showed in 8 patients (apparent in 3
and little in 5).  Group comparison of 3D-SSP of 123I-IMZ SPECT
between 11 patients and 18 normal controls demonstrated
significant selective loss of cortical neuron in bilateral medial
frontal gyrus (MFG).  Extent of abnormal pixels on each corti-
cal gyrus using stereotactic extraction estimation (SEE) for 3D-
SSP of 123I-IMZ SPECT confirmed that 8 patients had abnormal
pixel extent >10% in bilateral MFG and 5 patients had abnor-
mal pixel extent >10% in bilateral anterior cingulate gyrus.
In patients with MTBI, higher brain dysfunctions seems to

correlate with selective loss of cortical neuron within bilateral
MFG which could be caused by Wallerian degeneration as
secondary phenomena after diffuse axonal injury within corpus
callosum.  Statistical imaging analysis using 3D-SSP for 123I-
IMZ SPECT could be valuable for diagnosis of higher brain
dysfunctions without obvious brain damages on morphological
neuroimagings in patients with MTBI.
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Ⅰ───────────────はじめに─

近年，交通事故などが引き起こす“脳外傷による

高次脳機能障害”1）が，社会的に注目されているが，

受傷時に意識障害が確認できないか，あるいは軽度

（JCS 1〜3；覚醒状態）である比較的軽症の頭部外傷

によって高次脳機能障害が生じるどうかについては

議論のあるところであり，必ずしも結論は出ていな

い。軽度外傷性脳損傷（mild traumatic brain injury;

MTBI）に関する神経外傷タスクフォースのための

WHO共同作業センターで行われた 1980〜2002 年

の間の系統的文献検索に基づく特別報告には，受傷

機転が交通事故とは特定されていないものの，「検

索された最良の文献的証拠は，“大多数の症例（the

majority）で，受傷後 1〜3 ヵ月を超えたMTBIに起

因する客観的に計測された認知障害は見られない”

ことを一貫して示唆している。」との記載が見られ

る 2）。このような記載に基づき，一般には，30 分以

下の意識消失で，脳外傷が軽症である場合には，高

次脳機能障害の発生は疑問視されている。しかし，

WHO共同作業センターの特別報告 2）でも，「この領

域については，良くデザインされた前向き研究が必

要である。」と述べられているように，確証を得るた

めの研究が行われていない現状では，MTBIによる

高次脳機能障害の発生を完全に否定することはでき

ない。一方，MTBIに関する diffusion tensor imaging

を用いた最近の神経画像研究によると，頭部外傷後

の意識消失（LOC）が 0〜20 分，外傷後の健忘（PTA）

が 24 時間以内，グラスゴーコーマスケール（GCS）

スコアが 13〜15 で定義されるMTBI 3）においても，

『脳梁や内包などの白質にびまん性軸索損傷（DAI）

が生じる』とする検討結果が報告され 4），この外傷

性病変の局在が脳外傷後高次脳機能障害の発生機序

の根幹を成す可能性があることから，これまでのよ

うに受傷時の意識障害の有無をもって脳外傷後高次

脳機能障害の発生を論じることには問題がある。ま

た，脳損傷による記憶障害，注意障害，遂行機能障

害，社会的行動障害などの認知障害については，

『高次脳機能障害』（行政的）として診断基準が作成

され 5），精神障害者保健福祉手帳の交付への道が新

たに開かれたが，器質的脳損傷が明確でない『高次

脳機能障害』の認定が社会的に課題となる。

そこで，神経心理学的評価によりMTBI後の『高

次脳機能障害』（行政的）に相当すると診断され，脳

の形態的画像診断で大脳皮質の器質的脳損傷が明確

でない MTBI 例 11 症例を対象として，123I-IMZ

SPECT統計画像解析を用いて脳皮質損傷領域の画

像化を試みた。

Ⅱ──────────────対象・方法─

神経心理学的評価によりMTBI後の『高次脳機能

障害』（行政的）に相当すると診断された 11 症例を

対象とした。患者の年齢・性別，検査までの受傷後

期間を Table 1 に示す。神経心理学的評価として，

Wechsler成人知能検査（Wechsler Adult Intelligence

Scale; WAIS-RまたはWAIS-Ⅲによる），記憶検査

（Wechsler Memory Scale-Revised; WMS-Rによる），

前頭葉機能検査（注意障害の検査として Trail making

testや浜松式かなひろいテスト，遂行機能障害の検

査としてWisconsin Card Sorting Testや Behavioural

Assessment of the Dysexecutive Syndrome; BADS

の評価）などを行った。これらの神経心理学的検査

から，対象となった全症例に，主として前頭葉機能

障害に基づく記憶障害，注意障害，遂行機能障害，

社会的行動障害などの認知障害が確認された。ま

た，全症例に対して，MRI（T2WI，T1WI，PDI，

T2＊WI，SWI）およびMRAを施行し，器質的病変

の有無について評価した。この結果，T2＊WI，SWI

にて陳旧性の明らかな脳梁損傷が 1 例に認められた

が，大脳皮質に明確な陳旧性の脳挫傷所見を認める

症例はなかった。

機能的画像検査として，123I-Iomazenil（IMZ）167

MBqをトレーサーとして用いたベンゾジアゼピン

受容体 SPECT 検査，および 123I-Iodoamphetamine

（IMP）222MBqをトレーサーとして用いた脳血流

神経外傷 Vol.33 2010
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SPECT検査を行った。前者ではトレーサー静注 3

時間後の分布画像，後者ではトレーサー静注 30 分

後の分布画像を収集した。画像解析法については，

3-dimensional stereotactic surface projections（3D-

SSP）を用いた統計画像解析 6）を行った。前者の 3D-

SSP解析では，Z-score＞2 の低下を示すピクセルの

集合領域を脳血流低下領域と定義し，後者では Z-

score＞2 の低下を示すピクセルの集合領域を脳皮質

損傷領域と定義し，主として前頭葉を中心に脳葉レ

ベルでの両者の比較評価を行った。一般に，SPECT

統計画像解析では，一人ひとり形態の異なる脳の

SPECT画像を同一の座標系で解析するために，撮

像された脳の SPECT画像を標準脳の座標系に置き

換える。3D-SSP法では，脳表を構成する全てのピ

クセル（16,000 ピクセル以上）について，健常群の値

（全脳で正規化された正常平均値 ± S.D.）と被検者の

値（全脳で正規化された値）とを比較し，正常平均値

と被検者の値との差が健常者の S.D.の何倍（Z score）

に相当するかを計算する。すなわち，Z score＝（健常

者の正常平均値－被検者の値）÷健常者の S.D.となる。

神経外傷 Vol.33 2010

Table 1 患者背景と脳葉レベルの123I-IMP SPECTおよび123I-IMZ SPECT所見

症例 年齢／性 受傷後期間 123I-IMP�SPECT所見 123I-IMZ�SPECT所見

1 16／M 6M Bil.�medial�frontal Bil.�medial�frontal

2 40／F 7Y Bil.�medial�frontal�(little) Bil.�medial�frontal
Bil.�lateral�frontal�(little) Bil.�lateral�frontal�(Rt.>Lt.)

3 25／ F 11Y Bil.�medial�frontal�(Rt.>Lt.) Bil.�medial�frontal�(Rt.>Lt.)
Rt.�temporal�base Bil.�lateral�frontal�(little)

Bil.�temp.�parietal�(Rt.>Lt.)

4 50／ F 7Y Bil.�Lateral�frontal�(little) Bil.�medial�frontal
Bil.�lateral�frontal
Bil.�temp.�parietal

5 62／M 7Y Lt.�medial�frontal�(little) Bil.�medial�frontal
Bil.�frontal�base Rt.�frontal�and�parietal

6 9／M 3Y�7M Bil.�medial�frontal�(little) Bil.�medial�frontal
Lt.�temporal�base Bil.�front.�temp.�Parietal

7 67／F 9Y Lt.�medial�frontal�(little) Bil.�medial�high�frontal
Bil.�frontal�base Rt.�lateral�frontal�(little)
Bil.�temporal�base Lt.�parietal�(little)

8 61／M 4Y Bil.�medial�frontal�(little) Bil.�medial�frontal
Bil.�frontal�base Lt.�frontal�base

Lt.�parietal

9 17／F 11Y Bil.�medial�frontal�(little) Bil.�medial�frontal
Bil.�frontal�base�(Rt.>Lt.) Lt.�parietal

10 57／F 1Y�3M Bil.�medial�frontal Bil.�medial�frontal�(Lt>Rt)
Bil.�frontal�base Bil.�Parietal
Rt.�Parietal,�temp.�base

11 42／M 3Y Bil.�medial�frontal�(little) Bil.�medial�frontal�(Lt.>Rt.)
Lt.�temporal�base Rt.�lateral�frontal�(little)
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その計算結果から，Z score＞2 を示すピクセルの集

合領域を標準脳の座標系の上に画像化することがで

きる。画像化された領域では，脳血流や神経受容体

密度（＝皮質神経細胞密度）が正常平均値から S.D.の

2 倍以上低下していることになり，統計学的に有意

に低下している領域と判定される。

また，123I-IMZ SPECTの 3D-SSP 画像について

は，疾患群（11 例）と健常群（18 例，男性 11 例，女

性 7 例，平均年齢 26.6 ± 4.95（20〜36）歳）との間で

群間比較（Z-score＞1）を行い，疾患群に共通する前

頭葉の脳皮質損傷領域を同定した。さらに，個々の

症例における前頭葉の脳皮質損傷の広がりの程度を

脳回のレベルで評価することを目的として，stereo-

tactic extraction estimation（SEE）法による脳回レベ

ル（Level 3）での解析（各脳回における異常（Z-score＞

2）を示すピクセルの割合を脳皮質損傷の広がりの程

度：Extentとして評価）7,8）を行い，主として前頭葉

内側の脳回である内側前頭回（medial frontal gyrus;

MFG）と前方帯状回（anterior cingulate gyrus: ACG）

における脳皮質損傷の広がりの程度を評価した。な

お，健常群 18 例の前頭葉内側における異常（Z-

score＞2）を示すピクセルの Extentを健常群のデー

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.1 健常群18名と疾患群11例の 123I-IMZ SPECT 3D-SSP画像の群間比較
最上段：標準脳を 8 方向からみたもの。左から右外側面・左外側面・上面・下面・前面・後面・右内側面・左内側面を示す

２段目：大脳（GLB）により正規化された 3D-SSP解析画像（群間比較）

３段目：視床（THL）により正規化された 3D-SSP解析画像（群間比較）

４段目：小脳（CBL）により正規化された 3D-SSP解析画像（群間比較）

５段目：脳幹・橋（PNS）により正規化された 3D-SSP解析画像（群間比較）

右側縦のバー： Z scoreが 1 以上のピクセルをレインボーカラーで定義
2 段目のRT.MED（右内側面）・ LT.MED（左内側面）に見られるように，両側の内側前頭回（MFG）に有意な脳皮質損傷領
域が確認された。
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タベースを用いて検討したところ，MFGについて

は，右：0%（10 例）〜10.7%（平均 1.5 ± 2.9%），左：

0%（9 例）〜7.1%（平均 1.6 ± 2.3%），ACGについて

は，右: 0%（16 例）〜15.0%（平均 1.0 ± 3.5%），左:

0%（14 例）〜25.6%（平均 2.2 ± 6.2%）であった。こ

れより，Extent＞ 10%を中 等 度の異 常，10%＞

Extent＞1%を軽度の異常と判定した。

Ⅲ───────────────結　 果─

123I-IMZ SPECT統計画像解析（脳葉レベル）では，

11 例全例で両側の前頭葉内側に脳皮質損傷領域が確

認された（Table 1）。一方，123I-IMP SPECT統計画

像解析では，8 例において両側の前頭葉内側に脳血

流低下領域が認められたが，有意な低下は 3 例にと

どまり，5 例は軽微な低下であった（Table 1）。ま

た，123I-IMZ SPECT 3D-SSP画像について行われた

疾患群と健常群との群間比較（Z-score＞1）では，Fig.1

の 2 段目の RT.MED（右内側面）・LT.MED（左内側

面）に見られるように，両側のMFGおよび両側上

側頭回に有意な脳皮質損傷領域が確認された。

高次脳機能障害との関連が示唆される前頭葉内側

の脳皮質損傷の広がりの程度を脳回レベルで評価す

ることを目的として，有意水準 Z-score＞2（S.D.）の
123I-IMZ SPECT統計画像で捉えられる両側前頭葉

内側の脳皮質損傷領域について，SEE Level 3 解析

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.2 両側前頭葉内側の皮質損傷領域に関するSEE�Level�3解析（脳回レベル）
１段目：大脳（GLB）により正規化された 3D-SSP解析画像（Z-score＞０で表示）

２段目（Level 3）：各脳回の範囲を色分け表示（実線→ : MFG，破線→ : ACG）

３段目（Extent）：各脳回について異常を示すピクセルの割合（%）を色分け表示
下段の表：両側内側前頭回（MFG）および前方帯状回（ACG）における異常を示すピクセルの割合（Extent：%表示）の程度別
にみた症例数
脳外傷後高次脳機能障害との関連では，両側MFGの脳皮質損傷が両側ACGの脳皮質損傷よりも強い傾向にあることが判
明した。
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（脳回レベル）を行った結果，両側MFGでは異常を

示すピクセルの割合：Extent＞10%（中等度の異常）

を示す症例が 8 例，10%＞Extent＞1%（軽度の異

常）を示す症例が 3 例，両側 ACGでは Extent＞10%

（中等度の異常）を示す症例が 5 例，10%＞Extent＞

1%（軽度の異常）を示す症例が 5 例であり，脳外傷

後高次脳機能障害との関連では，両側MFGの脳皮

質損傷が両側 ACGの脳皮質損傷よりも強い傾向に

あることが判明した（Fig.2）。

Ⅳ───────────────考　　察─

1．123I-Iomazenil（IMZ）SPECT 検査から見た
高次脳機能障害と皮質神経細胞脱落の局在

中枢性ベンゾジアゼピン受容体（BZR）は，大脳皮

質に広範に存在する GABA系抑制神経シナプスの

一部をなし，その分布画像は，皮質神経細胞の脱落

を評価する指標として臨床的に応用可能である 9）。

SPECT機器が普及している一般臨床では，中枢性

BZRに特異的に結合する製剤 123I-Iomazenil（IMZ）

を用いた SPECTによって皮質神経細胞の脱落を画

像化することができる 10）。123I-IMZ SPECT検査は

現在，主として脳外科手術が考慮されるてんかん患

者の術前検査法としてすでに確立した診断法である

（保健適応承認済み）。切除の対象となる皮質のてん

かん焦点を中心とした領域では，123I-IMZ SPECT

によって皮質神経細胞密度の有意な低下（脱落）が認

められ，てんかん外科手術の補助診断法として有用

性が高い。脳虚血症例に対する 123I-IMZ SPECTの

応用は臨床研究段階ではあるが，MRIにおいて脳梗

塞所見が認められず正常と判定される皮質領域にお

いて皮質神経細胞の脱落が生じていることが画像化

され，脳虚血後の『不完全脳梗塞』11,12）として報告さ

れている。

さらに最近では，123I-IMZ-SPECT検査を高次脳

機能障害の画像診断として用いる研究が，特定疾患

である成人もやもや病（ウィリス動脈輪閉塞症）を

対象として行われている。もやもや病では，小児期

からの前方循環における慢性的脳虚血が高次脳機能

障害をもたらすと考えられている。平成 19 年度の

厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事

業）「ウィリス動脈輪閉塞症における病態・治療に関

する研究」分担研究報告書では，記憶障害，注意障

害，遂行機能障害，社会的行動障害などの認知障害

が認められ，MRIなどで器質的病変が確認されない

成人もやもや病において，長期の血行力学的脳虚血

が原因と思われる両側前頭葉内側（特に両側MFG）

の皮質神経細胞脱落（不完全脳梗塞）が 123I-IMZ

SPECT統計画像解析（健常群との群間比較）により

確認され，123I-IMZ SPECTは，もやもや病の『高次

脳機能障害』（行政的）の診断に有用と報告されてい

る 13）。

一方，MTBIに伴う高次脳機能障害例を対象とし

た本研究により，健常群 18 例と疾患群 11 例の群間

比較（Z score＞1）によって，MRIなどで器質的病変

が確認されない両側MFGの皮質神経細胞脱落が確

認された。健常群の平均年齢が 26.6 歳，疾患群の平

均年齢が 40.5 歳であったが，年齢の差による影響は

軽微と考えられた。また，脳外傷後高次脳機能障害

例の両側MFGに見られる皮質神経細胞の脱落は，

11C-flumazenil PET（11C-flumazenil は中枢性 BZR

に特異的に結合する PET用の製剤）を用いた統計画

像解析によっても報告され，脳外傷後高次脳機能障

害と両側前頭葉内側（特にMFG）の皮質神経細胞脱

落との関連が議論されるようになってきている 14）。

更に，脳外傷後高次脳機能障害例の脳ブドウ糖代謝

を 18F-glucose PETを用いて検討した臨床研究では，

両側MFGの脳ブドウ糖代謝が低下していることが

統計画像解析によって明らかにされた 15）。以上の研

究報告を総合すると，脳外傷後の両側前頭葉内側

（特に両側MFG）の損傷が，記憶障害，注意障害，

遂行機能障害，社会的行動障害などの認知障害で特

徴づけられる『高次脳機能障害』の責任病巣の一部を

なす可能性が高いと考えられる。

神経外傷 Vol.33 2010
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2．脳外傷後の両側前頭葉（特に内側前頭回）の
皮質神経細胞脱落の機序について

1982 年に Gennarelliらによって提唱された頭部

外傷における『びまん性軸索損傷：DAI』の概念 16）

は，頭蓋内に明らかな占拠性病変が見られない意識

障害を伴う重症頭部外傷例の病態として注目され，

その病変は，主として脳梁，吻側脳幹背外側 1／4

部，大脳白質に生じることが知られている。しかし

最近では，軽症頭部外傷においても，DAIが生じる

ことがMRIを用いた diffusion tensor imagingなど

の新たな神経画像診断法により明らかにされ 4,17），

DAIの概念は，脳外傷後高次脳機能障害などの脳外

傷に伴う様々な後遺症の機序を説明する病態として

も注目されている 18,19）。

DAI症例の受傷機転は，交通外傷が圧倒的に多

く，転落は少ない。DAI症例では，頭蓋骨に対して

垂直方向の外力によって生じる頭蓋骨骨折が少ない

ことから，頭蓋骨に対して接線方向に生じた外力に

よる脳の回転加速・減速によって DAIが生じると考

えられている 20）。最近の頭部ボクセル三次元モデル

を用いたコンピュータシミュレーションにより，DAI

が頭部の回転加速によって生じることが再現されて

いる 21）。すなわち，頭部が回転した際，比較的固い

膜組織である大脳鎌，小脳テントは，頭蓋の動きに

追随できるが，比較的軟らかい脳組織はその急激な

動きに追従できず，脳組織と頭蓋骨，大脳鎌および

小脳テントとの間に相対的な運動差が発生する。そ

の結果，これらの膜組織の辺縁および近傍に位置す

る脳梁および側頭葉内側部（吻側脳幹）に高いずり応

力が発生することが見出され，DAIが脳梁などの特

定の部位に発生しやすい理由が明らかにされた。

DAIの発生には，受傷直後の頭部の回転加速・減速

と大脳鎌および小脳テントに区分けされた頭蓋内の

特異的な構造が関与していることが示された。した

がって，頭部外傷においてこれらの条件がそろえ

ば，意識障害を伴わないMTBIでも，脳梁などの特

定の部位に DAIが発生することが想定され，神経

症候としての意識障害は，主として吻側脳幹背外側

1／4 部に生ずる DAIの出現範囲に依存すると考えら

れる。すなわち，交通事故に伴うMTBIでは，脳の

回転加速・減速によって脳梁や吻側脳幹背外側 1／4

部，大脳白質に DAIを生じる可能性があり，しか

も DAIの分布は一様ではないため，DAIが脳梁側

に優位に生じる場合には，脳幹側の DAIに起因す

る意識障害は生じないかごく軽度となることが想定

される。

本研究における神経受容体 SPECT統計画像解析

の結果では，皮質神経細胞の脱落は，主として両側

前頭葉内側のMFGに認められた。このような皮質

神経細胞の脱落所見については，頭部外傷受傷時に

頭部に対する回転加速・減速によって，主として両

側大脳半球を繋ぐ神経線維束からなる脳梁および両

側大脳白質に DAIが生じ，その後緩徐に進行する

軸索のワーラー変性 22）に伴って両側MFGに『逆向

性皮質神経細胞死』が生じた結果を示したものとし

て，合理的に説明することができる。ヒトの大脳皮

質における一部の皮質神経細胞死は，通常のMRI

検査では捉えられず，皮質神経細胞の密度を表す神

経受容体 SPECT検査などの機能的画像診断によっ

て初めて判定することができる。

123I-IMZ SPECT統計画像解析は，器質的脳損傷

が明確でない脳外傷後高次脳機能障害の診断に有用

と考えられるが，123I-IMZ SPECT統計画像解析を，

MTBI後の『高次脳機能障害』の神経画像診断法とし

て確立するためには，今後，多施設共同臨床研究に

よる検証が必要である。
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Focal neuronal loss in patients with
neuropsychological impairment
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positron emission tomography
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This study was conducted to identify the regional neuronal
loss in patients with neuropsychological impairment following
traumatic brain injury (TBI) compared with normal control
subjects.  We performed 11C-flumazenil positron emission tomo -
graphy (FMZ-PET) study using 3D stereotactic surface projec-
tion (3D-SSP) statistical image analysis in 5 patients with diffuse
brain injury and 2 patients with evacuated mass lesion (mean
24.5 ± 6.3, range 19 – 36 years).  Nineteen healthy control sub jects
(mean 24.9 ±  4.0, range 20 – 34 years) were studied to obtain
the normal data base for 3D-SSP.  Group comparison between
5 diffuse TBI patients and 19 control subjects showed a signifi-
cant regional low FMZ uptake in the bilateral medial frontal
gyri, the anterior cingulate gyri, and the thalamus.  Individual
analysis also showed decreased FMZ uptake in these regions;
however, the distribution and degree of low FMZ uptake were
different in each individual case.  On the other hand, patients
with evacuated mass lesion showed severe focal low FMZ
uptake comparable to the area of cortical damage.  Diffuse TBI
uniformly induces neuronal loss or decreased neuronal density
in the medial frontal cortex and the thalamus, which may be
related to underlying cognitive impairment after TBI.  Future
studies to confirm a common area of focal neuronal loss and a
direct correlation to the neuropsychological test may validate
the use of FMZ-PET for the functional diagnosis of neuropsy-
chological impairment after TBI.
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原　　著

Ⅰ───────────────はじめに─

外傷性脳損傷における後遺障害は身体的障害が主

であるが，日常生活の質を更に低下させるものとし

て認知機能障害，感情コントロール障害，社会的行

動障害などの高次脳機能障害が注目されている。高

神経外傷 Vol.33 2010
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次脳機能障害の原因となるメカニズムはいまだ完全

には明らかにされておらず，また頭部MRIなどの

形態学的画像検査法では原因となる局所性病変を検

出することが時に困難である。そこで外傷性脳損傷

後の高次脳機能障害を機能的画像検査法で明らかに

しようとする試みがなされ，single-photon emission

CT（SPECT）や positron emission tomography（PET：

陽電子断層撮影法）を用いた研究が行われてきた 3,6）。

ブドウ糖は脳における唯一の代謝基質であり，ブド

ウ 糖 類 似 化 合 物 である 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-

glucose（FDG）を用いた PET検査により局所脳ブド

ウ糖代謝の評価が可能であり，最も信頼できる脳機

能画像検査と考えられている。びまん性脳損傷後に

高次脳機能障害が後遺した患者において正常被検者

と比較して両側内側前頭葉（前方帯状回）と上側頭回

の局所脳ブドウ糖代謝が有意に低下していることが

報告されている 7,12）。

11C-flumazenil（FMZ）は，中枢性ベンゾジアゼピ

ン（BZ）の GABAA受容体に特異的に結合する PET

トレーサである。抑制性の GABA作動性シナプス

は全ての大脳皮質神経細胞に高密度で存在するた

め，GABAA受容体分布の測定は大脳皮質神経細胞

密度の指標となる。FMZの結合能（binding poten-

tial : BP）は GABAA受容体の密度と親和性により変

化するため FMZ BPの測定は神経細胞 viabilityの

高感度の指標となる 14）。

近年 PET画像の解析に統計学的画像診断法が応

用されている。統計学的画像診断法とは，大きさ・

形の違った個々人の脳を標準脳（同じ座標系）に変換

して，局所の異常部位をピクセルやボクセルごとに

データベースと比較して同定することにより，診断

しようとするものである。主に statistical parametric

mapping（SPM）や three-dimensional stereotactic sur -

face projections（3D-SSP）が用いられている。特に

3D-SSPはMinoshimaらにより開発されたもので 11），

びまん性脳損傷患者にしばしば認められる脳萎縮に

よる影響を避け，脳表における異常部位を高感度に

検出可能であり，機能的画像検査法による脳循環代

謝を評価する理想的な解析方法である。

本研究では，びまん性脳損傷後に高次脳機能障害

が後遺した患者において 3D-SSP解析による局所的

な FMZ BP低下領域を検出するための正常者デー

タベース作成と初期の臨床経験について報告する。

Ⅱ───────────────対 象─

患者群として重症脳外傷後に高次脳機能障害が後

遺した 7 症例（19〜36 歳，平均年齢：24.5 ± 6.3 歳，

男性 4 名，女性 3 名）を対象とした。全例において

受傷原因は交通事故であり，頭部外傷の内訳はびま

ん性脳損傷（diffuse injury type II or III）5 例，脳挫

傷（外傷性脳内血腫）1 例，急性硬膜下血腫 1 例で

あった。びまん性脳損傷の 5 症例においては軽度の

全脳的な萎縮を認めるが，大脳皮質を含め局所的な

脳損傷はごく軽度であった。受傷から FMZ-PET検

査までは 10〜228 ヵ月（中央値 47 ヵ月）であった。全

例とも外傷性てんかんの既往は無く，FMZ BPに影

響を与える抗てんかん薬の内服は受けていなかっ

た。一方，正常被検者群は 19 症例（20〜34 歳，平均

年齢：24.9 ± 4.0 歳，男性 9 名，女性 10 名）であっ

た。

Ⅲ───────────────方　　法─

FMZの臨床使用にあたっては附属病院倫理委員

会の承認を得た後，患者あるいは家族に対し十分な

informed consentを行って実施した。

PET検査は三次元収集型 PET装置 ECAT EXACT

HR+（Siemens／CSI, Knoxville, TN, USA）にて行っ

た。今回の FMZ-PET検査では，FMZ静脈内投与

後 60 分間の動的画像収集（40 s × 1 frame,  20 s × 10

frames,  60 s × 4 frames,  180 s × 4 frames and 300 s ×

8 frames）を行い，間接的入力関数として橋における

時間放射能曲線を利用した reference tissue compart-

ment model法により非侵襲的に BP画像を作成し

た。
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FMZ BP画像は，Minoshimaらにより開発された

NEUROSTATプログラムを改変した iSSPプログラ

ム（日本メジフィジックス㈱）を用いて解析を行っ

た 11）。患者の FMZ BP画像を正常被検者群のデー

タベースとピクセルごとに統計学的比較を行い Z-

scoreを求め Z-score画像を作成した。この Z-score

は（正常データベースの平均値－各症例の値）／（正常

データベースの標準偏差）で求められ，FMZの集積

が有意に低下した領域は高 Z-score部位として脳表

統計画像（Z-score画像）上に描出される。

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.1 FMZ binding potential image in a normal control.

Fig.2 Time-activity curve in a normal control.
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Ⅳ───────────────結　　果─

正常被検者における FMZ大脳皮質への集積はほ

ぼ均一であり，小脳皮質は大脳皮質に比べてやや低

く，視床と線条体への集積は更に低かった（Fig.1）。

動的画像収集による脳局所時間放射能曲線から，大

脳皮質では後頭葉，前頭葉，頭頂葉，側頭葉の順に

体積当たりの FMZ集積が高く，小脳皮質，視床，

基底核の集積はそれより低い値を示しており，局所

による中枢性 BZ受容体の密度に差があることが示

された（Fig.2）。一方，橋と大脳白質においては，

FMZが結合する中枢性 BZ受容体が少なく，時間

放射能曲線は投与後一過性に増加後すぐに低下し，

血中に残った FMZが時間経過とともの減衰して

いったものと考えられた（Fig.2）。

びまん性脳損傷患者群は，正常被検者と比較して

両側内側前頭回，前方帯状回，上側頭回，視床に共

通して FMZ集積の低下が認められた（Fig.3）。しか

し，個々の患者においてはその分布や程度に軽度の

相違が認められた（Fig.3）。一方，脳挫傷（外傷性脳

内出血）と急性硬膜下血腫患者においては，大脳皮

質の損傷部位に一致して FMZの強度の集積低下が

あり，びまん性脳損傷患者に認められた部位での

FMZ集積低下は認められなかった。

症例提示

19 歳，男性。FMZ-PET検査の 3 年 3 ヵ月前の高

校生時代，自転車で走行中に乗用車にはねられ，頭

部を強打した。受傷直後より重度の意識障害を呈し

（JCS 100），近くの病院に搬入された。頭部 CTおよ

びMRIにて前頭葉の白質，脳梁，脳幹部に小さな

脳挫傷性変化と脳腫脹を認め，びまん性脳損傷

（diffuse injury typeⅢ）と診断され，保存的に加療さ

れた。意識障害が約 3 週間遷延したが，受傷 3 カ月

後には退院し，その後しばらくして復学した。復学

後，ものを思い出しにくい，集中力が持続しないな

どの症状を訴え，当院の高次脳機能障害診療部へ紹

介受診となった。WAIS-Rにて performance IQ 77，

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.3 Z-score brain surface map represents regions of decreased FMZ binding potential (BP) in traumatic brain
injury patients compared with normal control subjects.

Significant reduction of FMZ BP is evident in the medial frontal gyrus, the anterior cingulate gyrus, the superior temporal
gyrus, and the thalamus.
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WMS-Rにて視覚性記憶 76 などの高次脳機能障害

を認めた。頭部MRIでは両側前頭葉白質に散在性

の挫傷性変化を伴う軽度の脳萎縮を認めた（Fig.4）。

FDG-PETでは前頭葉内側面，後頭葉，小脳に軽度

の糖代謝低下を認めるだけであったが，FMZ-PET

では内側前頭回（平均 Z-score 2.96），前方帯状回（平

均 Z-score 3.43），上側頭回（平均 Z-score 2.50）にお

いて有意な FMZ集積低下を認めた（Fig.4）。

Ⅴ───────────────考　　察─

今回の研究で明らかとなった高次脳機能障害が後

遺したびまん性脳損傷患者に共通して認められた両

側内側前頭回，前方帯状回，上側頭回，視床の FMZ

集積の低下は，以前に報告されているブドウ糖代謝

低下部位と非常に良く一致している 7）。Katoらは，

36 例のびまん性脳損傷患者に対し受傷後 6 ヵ月以降

の慢性期に FDG-PETを施行し両側の前頭葉，側頭

葉，視床と右小脳において正常被検者と比較して有

意にブドウ糖代謝が低下していることを明らかにし

た 7）。FDG-PETによるブドウ糖代謝の測定は脳に

おける神経機能を反映しており，局所の脳ブドウ糖

代謝低下は大脳皮質における神経細胞脱落と神経活

動低下のいずれかあるいは両者の結果である。しか

し FDG-PET検査のみでは外傷性脳損傷後の局所脳

ブドウ糖代謝の低下がそのいずれの原因によるのか

を区別することはできない。びまん性脳損傷におい

ては大脳灰白質より白質に強く影響を受けることが

報告されており 1,2），大脳皮質と深部を連絡する白

質の損傷による解剖学的あるいは機能的な神経線維

の断裂は，関連する大脳灰白質において神経活動の

低下を引き起こすと考えられ，神経活動低下による

脳代謝の低下がびまん性脳外傷患者に認められる局

所的な大脳皮質ブドウ糖代謝の低下の主な原因と考

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.4 FDG-PET (upper) and FMZ-PET (lower) in a representative patient with neuropsychological impairment
after severe traumatic brain injury.

FDG-PET shows mild glucose hypometabolism in the bilateral medial frontal lobes, occipital lobes and cerebellar hemi-
spheres.  FMZ-PET shows focal neuronal loss in the medial frontal gyrus, the anterior cingulate gyrus, the superior temporal
gyrus, and the thalamus.
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えられる。しかし近年，Galeらは慢性期のびまん性

脳損傷患者においてMRIにおける灰白質の容積が

局所的に有意に低下していることを報告している 4）。

びまん性脳損傷後の慢性期にびまん性の脳萎縮が認

められることはよく知られた事実であり，白質と灰

白質の変化は並行して進むものと考えられ，通常の

形態学的画像診断法では明らかとならない大脳皮質

神経細胞の脱落が慢性期に進行することが推測され

る。びまん性脳損傷による軸索の損傷は，下降性の

神経脱髄（Waller変性）を起こすと同時に上行性に神

経細胞の変性を起こすものと考えられる。

11C-flumazenil（FMZ）は，中枢性ベンゾジアゼピ

ン（BZ）の GABAA受容体に特異的に結合する PET

トレーサである。抑制性の GABA作動性シナプス

は全ての大脳皮質神経細胞に高密度で存在するた

め，GABAA受容体分布の測定は大脳皮質神経細胞

密度の指標となる 15）。低酸素脳症により遷延性意識

障害を後遺した症例において，FDG-PETによるブ

ドウ糖代謝の低下と FMZ集積低下の程度が良く一

致することが示されている 13）。さらに虚血性脳血管

障害において，虚血早期における FMZ BP画像は

回復不可能な組織とペナンブラ領域における viable

な組織の鑑別やMRIにおいて異常を認めない領域

における選択的神経細胞死の検出に有用であること

が報告されている 5,8）。FMZ の結合能（binding

potential : BP）は GABAA受容体の密度と親和性に

より変 化するため FMZ BP の測 定は神 経 細 胞

viabilityの高感度の指標である 14）。今回の我々の検

討では，びまん性脳損傷患者 5 例において両側内側

前頭回，前方帯状回，上側頭回，視床に共通して

FMZ集積の低下が認められた。Katoらは，36 例の

高次脳機能障害が後遺したびまん性脳損傷患者にお

いて full-scale IQと左前方帯状回と両側内側前頭回

おける FDG-PETによるブドウ糖代謝と正の相関が

あることを示している 7）。また Galeらは，慢性期

のびまん性脳損傷患者においてMRIにおける前頭

葉や側頭葉，帯状回の灰白質容積が注意機能検査の

結果と相関することを報告している 4）。種々の認知

機能における前頭前皮質と帯状回皮質の重要性は数

多く報告されており，FMZ-PETによる FMZ BP評

価は高次脳機能障害患者に認められる神経細胞脱落

を非侵襲的に明らかにする手段として今後さらに期

待されるものである。

重症頭部外傷に患者において視床の局所的な萎

縮 16）やブドウ糖代謝低下 7,12），脳血流量の低下 17）

が報告されており，大脳皮質の神経細胞と視床の神

経細胞間の神経ネットワークの断裂による神経細胞

の変性がその原因として考えられている。また視床

の損傷は頭部外傷後の意識障害や後遺障害と良く相

関することが報告されている 18）。視床における神経

細胞の変性は，神経ネットワークで連絡された大脳

皮質の強い損傷（脳挫傷や外傷性脳内出血）を伴うも

のが多く，大脳皮質には大きな損傷のない我々の症

例において認められた視床の神経細胞脱落を直接的

に説明するのもではない。しかし近年，動物実験に

より大脳皮質や皮質下に大きな損傷を認めない軸索

の断裂により受傷後 28 日以内に視床の神経細胞密

度の低下や神経細胞の萎縮性変化を引き起こすこと

が報告されている 9）。また頭部外傷によるびまん性

脳損傷患者においてMRIテンソル画像により視床

に出入りする神経線維の損傷と認知機能が相関する

ことが示され 10），神経線維は大脳皮質に出入りする

部分と同様に視床に出入りする部分での損傷を受け

やすいと考えられている。

Ⅵ───────────────ま と め─

高次脳機能障害が後遺したびまん性脳損傷患者に

おいて両側内側前頭回，前方帯状回，上側頭回，視

床に共通して FMZ集積の低下が認められた。更に

症例を増やして FMZ集積低下部位とその程度を認

知機能検査と関連づけて明らかにすることにより，

脳外傷後高次脳機能障害の病態が更に明らかとな

り，形態学的画像検査法では異常の乏しい症例の診

断がより確実なものとなることが期待される。

神経外傷 Vol.33 2010
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Cognitive dysfunction in the patients of
traumatic brain injury: the characteristics of
the outcome of neuropsychological tests
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YASUHIRO UEDA1, MAKOTO NAKAYA2, MIKI IKEDA3
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of Psychiatry, Musashino Red Cross Hospital

Objective : This study investigated longitudinal changes in
cognitive dysfunction in patients with traumatic brain injury
(TBI).
Methods: Ninety five patients with TBI of variable Glasgow

Coma Scale (GCS) scores initially underwent examinations
within three months of the TBI (early stage; mean 1.9 ± 1.6
months).  They underwent follow-up examinations within 36
months of the TBI (late stage; mean 16.9 ± 6.9 months).  The 95
patients were divided into two groups by GCS, the mild TBI
(GCS 13 – 15, 57 patients) and the non-mild TBI (GCS 3 – 12,
38 patients) groups.  The following neuropsychological tests
were used to evaluate the cognitive dysfunction: the Wechsler
Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R) evaluating intelli-
gence, the Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R) evaluat-
ing memory, and the Wisconsin Card Sorting Test Keio version
(KWCST) evaluating executive dysfunction.
Results : The verbal intelligence quotient (IQ) and the perform-

ance IQ were evaluated.  The average IQ of the mild TBI group
was within the normal range, but the average IQ of the non-
mild TBI group was lower at the early stage.  Both averages
recovered to the normal range at the late stage.  The logical
memory and the visual reproduction from the WMS-R subtests
were evaluated.  The averages of the mild TBI group and of the
non-mild TBI group were within the normal range at the early
stage, and both averages also recovered to normal at the late
stage.  Both average KWCST scores of the mild TBI group and
of the non-mild TBI group were lower at an early stage.  They
also recovered, but they remained abnormal at the late stage.
Conclusions: These findings suggest that neuropsychological

tests of executive dysfunction, i.e. the KWCST, may provide
more sensitivity for the diagnosis of cognitive dysfunction and
may lead to early rehabilitation and support for more patients.
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原　　著

Ⅰ───────────────はじめに─

平成 20 年度の東京都の調査によれば，都内の高

次脳機能障害の患者数は 4 万 9508 人，有病率は人

口 10 万人あたり 394 人で，その約 1 割が頭部外傷

によるものと推測されている 15,16,17）。高次脳機能障

神経外傷 Vol.33 2010



Mild�TBI�group Non-mild�TBI�group P�value（GCS�13〜 15） （GCS�3〜 12）

n 57 38

Gender Male（%） 38（66.7%） 29（76.3%） 0.364Female（%）��������������� 1（33.3%） 9（23.7%）

Age（years） 41.8 ± 19.3 37.7 ± 16.9 0.298

Operation 12（21.1%） 18（47.4%） 0.007

Month�after�TBI Early�stage 1.9 ± 1.6 1.9 ± 1.2 0.931
Late�stage������������� 16.9 ± 6.9������������������ 19.5 ± 6.5��������������������� 0.061
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害は多くの患者に対人関係，社会適応，雇用などの

問題をもたらす大きな社会問題である 13,14,17）。

高次脳機能障害の診断・評価の手段として神経心

理学的検査が用いられる機会は多いが，どのような

検査バッテリーが適切かつ有用であるかについては

明確ではない。われわれは頭部外傷による高次脳機

能障害の評価に際し，特に遂行機能障害に注目した

バッテリーを用いてきた。その結果について，知

能・記憶検査の結果と比較して報告する。

Ⅱ──────────────対象・方法─

1．対象

1997 年 5 月から 2006 年 11 月までの 10 年間に，

頭部外傷で武蔵野赤十字病院に入院した 16 歳以上

の症例について検討した。このうち受傷後 3 ヵ月以

内の「早期」（平均約 1.9 ヵ月）と，以降 3 年間までの

「後期」（平均約 18 ヵ月）との両時期で，以下の神経

心理学的検査，全項目を行い得た 95 例を検討対象

とした。2 時間ほどの机上検査を 2 日間に亘り行う

必要があり，対象症例はいずれも受傷早期から，こ

の検査を施行できた例である。

2．神経心理学的検査

知能検査としてWechsler Adult Intelligence Scale-

Revised（WAIS-R）10）を，記憶検査としてWechsler

Memory Scale-Revised（WMS-R）11）を，遂行機能検

査 と し て 慶 応 式 Wisconsin Card Sorting Test

（KWCST）3）を施行した。

WAIS-Rは各下位検査の結果から算出され，年齢

で標準化された指標，いわゆる intelligence quotient

（IQ）を用いた 10）。

WMS-Rについては被検者の易疲労性に配慮し，6

項目の下位検査に限定して行った。このうち論理的

記憶（logical memory）Ⅱ，視覚性再生（visual repro-

duction）Ⅱについて，粗点ではなく，年齢で標準化さ

れたパーセンタイル値をマニュアルに沿って算出

し，それらを比較した 11）。

WCSTは慶応式WCST（KWCST）を用い，達成

カテゴリー数 categories achieved（CA）について検討

した。これはあるルールに従ってカードを分類して

行く検査である。カードにはトランプのように色・

形・数のカテゴリーを持った絵が記載されてあり，そ

のカードをどのカテゴリーに注目して分類すべきな

のか，そのルールは被検者には知らされない。検者

が正答か誤答かのみをフィードバックする中で，被

神経外傷 Vol.33 2010

Table 1 Clinical data of the patients enrolled in this study and comparison between the mild TBI
and the non-mild TBI groups

TBI :�traumatic�brain�injury,�GCS:�Glasgow�Coma�Scale,�NS :�not�significant�differences
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検者はルールを推測してカードを分類して行く。6

枚正しく分類できたところで CAが 1 とカウントさ

れ，被検者に知らされぬままルールが変更される。

検者からのフィードバックを通して，被検者はルー

ルが変更されたことに気づき，対応していく。年齢

による標準化はなされていないが，健常群の平均は

5.3 で，4.2〜6.4 が一般的な範囲とされている 3）。

3．方法

これら症例を来院時 GCS 13〜15 の軽症群 57 例

と，GCS 3〜12 の非軽症群 38 例（GCS 9〜12 が 21

例，GCS 3〜8 が 17 例）の 2 群に分けて比較した

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.1 Changes of VIQ score between the early and late stages.

VIQ: verbal intelligence quotient, ** : p<0.001

Fig.2 Changes of PIQ score between the early and late stages.

PIQ: performance intelligence quotient, ** : p<0.001
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（Table 1）。男女比，外科手術の有無は chi-square test

で，平均年齢，平均検査時期は independent t-testを

用いて検定し，有意水準は p<0.05 とした。手術の有

無を除いて，他の項目については有意差はなかった。

各検査結果についても軽症群・非軽症群での平均

値の比較を行い independent t-testを用いて検定し

た。また各群の中で，早期から後期にかけての平均

値の変化を paired t-testを用いて検定した。有意水

準は p<0.05 とした。

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.3 Changes of logical memory percentile (delayed recall) between the early and late stages.

** : p<0.001

Fig.4 Changes of visual reproduction percentile (delayed recall) between the early and late stages.

** : p<0.001
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Ⅲ───────────────結　　果─

1．知能検査（WAIS-R）の結果（Fig.1, Fig.2）

WAIS-Rの verbal IQ（VIQ），performance IQ（PIQ）

の平均値 ± 標準偏差を Fig.1, Fig.2 に示した。100 ±

15 を健常範囲として検討した 10）。

VIQ の結果を Fig.1 に示す。受傷早期の平均値

は，軽症群（90.0 ± 14.9）は健常範囲にあり，非軽症

群（83.4 ± 13.9）と比べ有意に高値だった（p=0.036）。

後期においては軽症群（97.4 ± 13.9），非軽症群（93.8

± 16.0）とも健常範囲にあり，2 群の差も有意ではな

くなっていた（p=0.244）。両群平均ともに，早期か

ら後期への間で有意に改善した（p<0.001）。健常範

囲以下にとどまった症例は軽症群で 9 人（15.8%），非

軽症群で 11 人（29.0%）であった。

PIQの結果を Fig.2 に示す。受傷早期の平均値は，

軽症群（89.5 ± 15.3）は健常範囲にあり，非軽症群

（80.0 ± 19.1）と比べ有意に高値だった（p=0.013）。後

期においては軽症群（104.1 ± 14.6），非軽症群（98.1

± 19.4）とも健常範囲にあり，2 群の差も有意ではな

くなっていた（p=0.090）。両群平均ともに，早期か

ら後期への間で有意に改善した（p<0.001）。健常範

囲以下にとどまった症例は軽症群で 4 人（7.0%），非

軽症群で 9 人（23.7%）であった。

知能については，特に軽症群では早期から障害は

軽度で，非軽症群でもほぼ健常者平均にまで回復し

た。

2．記憶検査（WMS-R）の結果（Fig.3, Fig.4）

WMS-Rの論理的記憶（logical memory）Ⅱと視覚

性再生（visual reproduction）Ⅱにおける平均値 ± 標

準偏差を Fig.3, Fig.4 に示した。50 ± 34 パーセンタ

イル（健常者平均の ± 1SD）を健常範囲として検討し

た 11）。

論理的記憶 Ⅱの結果を Fig.3 に示す。受傷早期の

平均値は，軽症群（42.0 ± 33.4），非軽症群（28.6 ±

29.3）とも健常範囲にあり，軽症群での値は有意に高

値だった（p=0.048）。後期において軽症群平均（66.1

± 30.3），非軽症群平均（57.9 ± 34.4）ともに健常範囲

にあり，2 群の差も有意ではなくなっていた（p=

0.222）。両群平均ともに，早期から後期への間で有

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.5 Changes of CA between the early and late stages.

CA: categories achieved on Wisconsin card test, ** : p<0.001
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意に改善した（p<0.001）。健常範囲以下にとどまっ

た症例は軽症群で 6 人（10.5%），非軽症群で 8 人

（21.1%）であった。

視覚性再生 Ⅱの結果を Fig.4 に示す。受傷早期に

おいて軽症群平均（39.3 ± 30.3），非軽症群平均（30.7

± 27.2）ともに健常範囲にあり，2 群に有意差はな

かった（p=0.161）。後期において軽症群平均（57.3 ±

24.4），非軽症群平均（47.2 ± 30.1）ともに健常範囲に

あり 2 群に有意差はなかった（p=0.075）。両群平均

ともに早期から後期への間で有意に改善した（p<

0.001）。健常範囲以下にとどまった症例は軽症群で

3 人（5.3%），非軽症群で 9 人（23.7%）であった。

記憶については，特に軽症群では早期から障害は

軽度で，非軽症群でもほぼ健常者平均にまで回復し

た。

3．遂行機能検査（KWCST）の結果（Fig.5）

KWCSTの達成カテゴリー数 categories achieved

（CA）の，平均値 ± 標準偏差を Fig.5 に示した。健常

群平均 5.3，健常範囲を 4.2〜6.4 として検討した 3）。

受傷早期の平均値は，軽症群（2.9 ± 2.1），非軽症

群（2.9 ± 2.2）ともに健常範囲以下で，2 群に有意差

はなかった（p=0.938）。後期の平均値は，軽症群（4.4

± 2.0），非軽症群（4.3 ± 2.1）ともに健常範囲下限にと

どまり，2 群に有意差はなかった（p=0.819）。両群平

均とも，早期から後期への間で有意に改善した（p<

0.001）。しかし健常範囲以下にとどまった症例は軽

症群で 22 例（38.6%），非軽症群で 16 例（42.1%）に

なり，両群ともに約 4 割で障害が残存した。

Ⅳ───────────────考　　察─

今回，神経心理学的検査の結果の推移について，

来院時 GCSで軽症群と非軽症群に分けて検討した。

知能・記憶の障害が特に軽症群で回復良好であった

にもかかわらず，遂行機能障害は軽症群においても

回復不良であった。高次脳機能の要素によって障害

の強さや回復の仕方が異なることが，神経心理学的

検査による検討から指摘されている。報告によって

用いられている検査バッテリーが異なっているもの

の，今回の結果と同様，知能より記憶が，記憶より

も遂行機能が侵されやすく，また回復が悪いとの報

告が多い 1,2,13）。このため，より検査感度を上げよう

と考えれば，知能・記憶検査はもとより，遂行機能

検査を併用して検査バッテリーを組むことが必要で

ある。

遂行機能 executive functionとは，目的を持った一

連の活動（goal oriented behavior）を自ら有効に行う

ために必要な能力である。モチベーションや状況に

気づき，目標を立て，順序だった効率の良い実施計

画を考え取捨選択し，遂行し，その結果を確認する

能力のことである。障害を受けると，行動の開始・

維持・転換・中止の障害や，発動性低下，衝動性や

脱抑制，誤りの修正困難などの症状がみられる 4,9,

12,13,17）。

また遂行機能は認知的階層構造の中でより上位に

位置づけられるシステムであり，記憶，知覚，運

動，言語などのより要素的な認知機能を統合ないし

は制御する 4）。局所機能ではなく脳の広い範囲の

ネットワークにより行われている機能であるとも考

えられている。頭部外傷の基礎には脳の瀰漫性の軸

索損傷が様々な程度に存在していると考えられてい

るが，遂行機能はこの軸索のネットワーク機能を反

映していると考えると，軽症，中等症にもこの障害

が見られることが理解できる 13）。

またWCSTと前頭前野，前頭葉背外側の局所脳

血流・代謝の亢進との関連についての報告 4,5,7）は多

くあり，shared injuryでの損傷の好発部位であるこ

とを考えると，遂行機能を前頭葉機能と考える立場

からも理解しやすい。

上記のように複雑な障害であるが故に，知能・記

憶の障害が目立たない遂行機能障害のみの症例で

は，入院病棟での限られた生活の中では障害が顕在

化しにくい。ましてや受傷早期から神経心理学的検

査を施行できた今回の症例群のような場合，入院時

GCSが良好な場合などはなおさら，その障害を指

神経外傷 Vol.33 2010
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摘することは困難である。退院後に社会へ適応でき

ずに悩んでいる患者や，その家族は多く見受けられ

るが，そこで高次脳機能障害を指摘できれば，本

人・周囲の理解も得やすく，その後の医療・福祉の

早期介入につなげることもできる。最終的な予後改

善へつながる可能性もあり，積極的に施行すべきと

考える。

今回施行した KWCST 3）は，遂行機能検査として

よく用いられてきた検査法で，注意や概念の転換障

害，反応の柔軟性，遂行機能を反映する。もとと

なった WCST には，128 枚のカードを用いる

Milnerの方法 6），カード数を減じた Nelsonの修正

法 8）などがある。KWCSTは Nelson法と同様に 48

枚のカードで行う方法で，わが国で標準化され，現

在はパソコンソフト上で施行することができる。検

査時間は 20 分ほどと短く，姿勢保持の障害があっ

ても検査への影響は比較的小さい。また他の前頭葉

機能検査よりも麻痺などの運動機能障害の影響も受

け難い。さまざまな障害を持った脳損傷の患者でも

早期から施行しやすいと言える。

Ⅴ───────────────結　　論─

今回，受傷早期から神経心理学的検査を実施でき

た症例について検討した。知能・記憶障害について

は，特に軽症群では早期から障害は軽度で，後期に

は健常者平均にまで回復した。しかし一方で遂行機

能障害は，軽症群・非軽症群ともに改善はするもの

の不良なままであり，約 4 割もの症例で障害が残存

した。

KWCSTなどの遂行機能検査を積極的に施行する

ことで，知能・記憶検査だけでは診断できずにいた

遂行機能障害について，診断・介入ができるように

なる可能性が示唆された。
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Blast wave (BW) is generated by explosion and is comprised
of lead shock wave followed by subsequent supersonic flow.
In addition to civilian traumatic brain injury (TBI) mechanisms,
pressure induced damage accounts for the occurrence of blast-
induced TBI (bTBI).  Fracture, hemorrhage, massive and rapid
edema progression, and cerebral vasospasm characterize clinical
findings of bTBI in the acute phase, whereas cognitive dysfunc-
tion and posttraumatic disorder does in the chronic period.
Since BW is invisible, and impacts brain in extremely short
period of time in contrast to direct impact and penetrating
mechanism injury, it is difficult to recognize for the victim to
being suffered clinically.  In addition, there have been few
animal model that can be conducted in the laboratory and
validated in terms of SW physics, which precluded us from
understanding mechanism and pathophysiology of bTBI. 
On the other hands, we have successfully formed organized

infrastructures and accumulating knowledge of SW and BW at
Institute of Fluid Science since 1980s both for engineering issues
and medical application.  Our translational research platform
now covers broad range of issues related to SW (BW) and
brain injury, including development of clinically relevant
bTBI model as a bedside to bench approach, development of
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surgical instrument applying shock bubble interaction (one of
the mechanism of SW-induced tissue injury) as a bench to bed -
side approach.  The medical instrument is now clinically ap plied
in neurosurgery as laser-induced liquid jet, and showed certain
advantage over conventional surgical instruments.  Efforts to
bring the system into minimally invasive surgery and to expand
the application in endoscopic surgery became our current steps.
In the present article, we describe the mechanism of bTBI and

current research problems from the perspectives of SW physics.
We also describe our translational research platform aiming to
facilitate understanding of TBI and improvement in clinical
practice of TBI.
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Ⅰ───────────────はじめに─

爆風による脳損傷（blast-induced traumatic brain

injury: bTBI）は何らかの爆発に伴い発生する爆風

（blast wave: BW）に暴露されることにより生じる脳

損傷である 2,14）。爆風は先行衝撃波（shock wave: SW）

とそれに引き続く超音速のながれにより構成され，

何らかの形で圧が頭蓋内に伝播し損傷を起こすもの

と考えられている。米国ではイラク・アフガニスタ

ン戦争において頭部外傷，特に bTBIの割合が著し

く増加したこと 1,22），高次脳機能障害，posttraumat-

ic stress disorder（PTSD）の頻度が高いこと 22,26），高

次脳機能障害，あるいは PTSDは軽傷の bTBI症例

においても認められ，潜在的な患者数は非常に多い

ことから 10），社会的にも問題となっており 2），神経外

傷研究の中でも巨額の研究費が投入されている分野

である 22）。bTBIでは，通常の頭部外傷で認められ

る飛来物体による損傷（2 次爆傷），自身が飛ばされ

て叩きつけられて生じる損傷（3 次爆傷）に加えて圧

損傷（1 次爆傷）という新たな損傷機序が複雑に絡ん

でいる 23,26）。急性期は出血，脳浮腫，遠位部損傷，

血管攣縮，骨折，脳波異常 3）を呈することは共通の

認識となりつつあるものの，その病態は殆ど解明さ

れていない 26）。要因としては，bTBIは打撃，ある

いは穿通機序による頭部外傷とは異なり，目に見え

ない，極めて短時間のインパクトによる損傷である

点であるために認識されにくく，工学的な観点から

検証され研究室内で試行可能な動物モデルが殆ど無

い 4,5）点が挙げられる。

その一方，東北大学流体科学研究所は SW（BW）

の学際拠点として工学的研究はもとより，1980 年代

から尿路結石破砕，遅延性骨癒合，心血管系の血行

再建をはじめとした SWの医療応用にも取り組んで

きた。われわれは SWの有する細胞膜透過性の一過

性亢進，骨成長促進，血管新生作用に着目し，1990

年代後半からは脳神経外科領域における医療応用に

関する研究にも取り組んできた。とくに SWによる

生体損傷機序解明をすすめた結果得られた基礎知見

は，高速の微小噴流をパルス状に生成する方法の開

発へとつながり，現在では細血管の温存下に腫瘍を

切開・破砕する手術機器 18）として臨床応用に至って

いる。

本稿では，特に衝撃波工学の見地から SW，BW

の生体に及ぼす作用，bTBI の発生機序，現在の

bTBI研究の問題点を概説する。続いて，衝撃波工

学の観点からの検証が可能な bTBI動物モデルにつ

いて言及する。最後に基礎研究で得られた知見

（シーズ）を臨床応用まで展開した例として既に脳外

科臨床応用されているレーザージェットメスについ

て言及する。これらの取り組みは多分野の専門家の

有機的な連携なしには展開することは難しいと思わ

れ，｢SW（BW）｣，｢脳損傷｣をテーマに臨床から基礎，

基礎から臨床へのトランスレーションとそこから派

生するスピンオフの展開をめざすわれわれの取り組

みも紹介する。
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Ⅱ───── SW（BW）が生体に及ぼす影響─

BWと SWの典型的な波形を示す（Fig.1）。一般

的に BWは先行 SWとその後の負圧を伴う超音速

のながれにより構成される。SWは不連続の非線型

波で一般的に数マイクロ秒のパルス幅を持ち，ピー

ク圧は水中では数百MPa，空中では数百 kPaに達

する。

BWあるいは SWによる生体損傷としては血管損

傷に伴う出血が最も一般的であり 7），それ以外の血

管損傷としては仮性動脈瘤形成，動脈解離，血栓な

どが知られている。

SWによる生体損傷の機序は直接作用（圧縮，せ

ん断応力，引張応力）と間接作用（気泡と衝撃波の干

渉による高速ジェット発生）に大別される。これら

を規定する波の因子としては，ピーク圧，立ち上が

り時間，パルス幅，圧と時間積分値（impulse），エ

ネルギー，焦点体積，回数（頻度），照射量などが挙

げられる 6）。

音響インピーダンスは元来，線形波の特性を説明

するためのものであるため，必ずしも当てはまらな

い部分もあるが，SWの生体への作用を考える上で

重要な要素である。理論的に SWは音響インピーダ

ンスの均一な媒体内，媒体間を通過する際にはエネ

ルギーを放散することなく伝播する。それに対し

て，音響インピーダンスの異なる媒体間を伝播する

際にはエネルギーを放散するため，境界部を中心に

組織の破壊が生じる。音響インピーダンスがより大

きな媒体へと伝播する際には圧縮波の反射と伝播が

生じ，差が小さいほど伝播する割合が高くなる。逆

に音響インピーダンスの小さな媒体に伝播する際に

は膨張波が発生し，結果としてキャビテーションや

スポーリングが発生することから境界部で損傷が起

きる。音響インピーダンスの大きな臓器から空気層

への移行部（肺，腸管）で損傷が起きやすい 26）のもこ

のことが大きく影響している。

SWと溶存気泡の干渉による高速の液体ジェット

発生（shock／bubble interaction）も SWによる生体損

傷における特徴的な損傷機序である。特殊な光学系

を用いた高速度撮影を行うと，溶存気泡に SWの波

面が干渉することにより気泡は特に背後から圧縮さ

れ，最終的に進行方向に液体ジェットを発生するこ

とがわかる（Fig.2）。模擬血管を用いた検討では，大

きな血管における損傷機序は shock bubble interac-

tionにより発生した液体ジェットによる血管壁の穿

通が，小さな血管では，SW 通過後の陰圧により

キャビテーション気泡が発生，拡張し，血管が破綻

することも報告されている 27）。

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.1 Typical pressure profile a of shock wave (SW, left) and blast wave (BW, right).

Both waves have positive pressure component followed by temporary negative component.
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SWが通過する際には 1 マイクロ秒程度圧縮を受

けた後に引張方向に数マイクロ秒程度力を受ける。

さらには波面が不均一な媒体内を通過する際に，波

面の背後で移動する細胞の距離にずれが生じ，この

ずれは細胞密度に影響を受けることから，せん断応

力が発生する。SWが臓器内を通過した後で波の進

行方向への核の紡錘化を認めることが報告されてい

るが，これは核とその他の成分の密度の差により核

が顕著に引き伸ばされた像である可能性が示唆され

ている 11,12）。

生体は圧縮よりも引張の力（tensile stress）に弱い

ため，波の通過とともにそれ自体で損傷が生じる

が，引張力により発生するキャビテーションも大き

く関与する。これらの各要因が具体的に神経細胞に

及ぼす影響に関する報告はこれまでのところない。

Ⅲ─────────── bTBI 動物モデル─

SW（BW）による損傷の最大の特徴はインパクト

が極めて短時間で，見えない点である。したがって

bTBIモデルの開発にあたり，衝撃波工学の観点か

らは以下の点が重要である。

第一に，印加する SW，あるいは BWの時間履歴

が妥当である点（先行 SWはマイクロ秒，その後の

超音速のながれはミリ秒単位）が重要である。第二

に圧測定と可視化による検証が可能である点であ

る。生体に対して波面の通過する回数，間隔などは

損傷における重要な因子であるにもかかわらず，波

の波面は容易に干渉し，複数の波面を形成し，圧履

歴だけではこれらの判断はつかない。したがって，

実験系においては開放空間で平面波を照射するとと

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.2 Sequential Schlieren photographs of the shock/bubble interaction.

The SW is generated by a micro-explosive (silver azide).  Original size of the bubble is 1 mm.  After the SW interacts with the
bubble, the bubble shrinks due to the high ambient pressure.  At the same time, a secondary SW is generated (55 µs).  The
side of the bubble surface impacted by the SW is accelerated by the transfer of the momentum from the reflected wave and
pressure gradient.  The accelerated bubble surface collapses faster than the rest of the surface and a high-pressure region is
generated near the accelerated surface (61 µs).  This pressure increases due to the convergence of the collapsing bubble which
produces a liquid jet that penetrates the bubble in the SW propagation direction (77 µs).
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もに，圧測定，可視化による確認が必須である。さ

らに，SW工学の観点からは音響インピーダンスに

関する考慮も必須である。

残念ながら，近年多く報告されている bTBIに関

する動物実験の報告は一部の報告 24）を除いてこの点

が考慮されていないものが多く 5），今後より SW工

学，流体工学の観点から検証された動物モデルによ

る検討が望まれる 4）。

SW（BW）の発生源としては，水中 SWであれば，

レーザー，微小爆薬，ピエゾ素子，電気水圧式など

が利用可能であるが，電気式のものは電気ノイズが

発生しやすく，トリガー検出の障害となるため，可

視化，圧履歴の測定が困難となる点が問題となる。

空中を伝播する SW，BWの発生源としては，微小

爆薬がある。単発照射に限定される欠点はあるもの

の，再現性が高い点，理論解析との整合性に関して

も多くの知見が得られていることからわれわれはア

ジ化銀を用いた微小爆薬を用いている。

われわれは米国の bTBIの急性期受入施設である

Walter Reed Army Medical Center からの臨床情報

に加えて衝撃波工学の観点から bTBI動物モデルを

開発した。以下に述べるように，bTBIモデルは代

表的な頭部外傷動物モデルである fluid percussion

injury（FPI）モデル，controlled cortical impact（CCI）

モデルと異なり，外力が直接脳に接触することなく

損傷を起こす点で全く異なる。損傷の強さに関して

は，FPIモデルは pressure pulseが，CCIモデルに関

しては打撃の速度，深度などにより高い再現性を

もって損傷程度の調節が得られる一方，bTBIモデ

ルには後述のように多くのパラメータがあり，調節

は必ずしも容易ではないものも含まれる。

bTBIモデルは 8 週齢雄性 SDラットを全身麻酔

後，頭部に 2 cmの皮膚切開を置き，頭蓋骨を露出

する。BWはアジ化銀を Nd: YAGレーザーで起爆

する。発生した BWは円筒中空管を介して平面波を

形成し，右頭頂骨に垂直に入射する（Fig.3）。装置内

には圧センサーが留置されており，同時に圧履歴を

測定する（Fig.3）。水中 SWによるモデルでは右頭頂

部に 5 × 7 mmの骨窓を作成した上で，水槽を頭蓋

骨上に設ける。アジ化銀は水中起爆させ，同様に圧

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.3 Schematic diagram of microexplosive bTBI model.

Application of planar wave front on animal model is confirmed by visualization as expected from numerical simulation.
Pressure profile is also recorded simultaneously.

Fig.4 Histological Specimen of rat brain after injection
of 2% Evans Blue dye 30 minutes after exposure to BW
showing irregular distribution of dye leakage.

BW is applied from right parietal bone.  Scale bar: 5 mm
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測定を同時に行う 11）。

bTBIモデルでは脳表，脳室内にくも膜下出血を

認める。300 kPaの BW照射 30 分後に 2%エバンス

ブルーを静脈内投与すると，右側への照射にもかか

わらず，対側を含めて広範囲に不規則な透過性亢進

が認められる（Fig.4）。

水中 SWを骨窓から照射した動物モデルの病理組

織像については既に誌上報告しているが 11,16），一般

的には SW照射側に 1MPa以上で神経細胞の紡錘

化を，さらに 10MPa以上では出血とその周囲に壊

死ならびにアポトーシス陽性細胞を認める。10MPa

の水中 SW照射 30 分後に 2%エバンスブルーを静

脈内投与すると，出血部を中心に一部対側に伸びる

形で色素の漏出を認める。

このようにアジ化銀を用いた bTBI（SW損傷）モ

デルは SW工学的な検証と臨床像の再現が可能であ

り，圧依存性の損傷に関しては高い再現性を要す

る。現在米国の bTBI受入施設と協力し，より臨床

に即した動物モデルの開発を進めている。

Ⅳ─────────基礎知見の医療応用 19）─

われわれは SWの医療応用を目的として，SWに

よる臓器損傷の検討を行ってきた。主要な機序であ

ると考えられる液体中の溶存気泡に SWが干渉する

ことにより高速液体ジェットが発生する shock／

bubble interactionに関しては発生機序と制御方法に

ついて詳細な検討を行った 13）。その一方，液体

ジェットは 1980 年代より高速の液体（水）流により組

織を線状に切開・剥離，もしくは体積を持つ塊とし

て破砕する機器として臨床応用されている。最大の

特徴は熱損傷がなく，組織選択性が高く設定次第で

細血管（100〜200 µm程度）17）や神経の温存 25）が可

能である点である。この技術は 25 年以上前から腹

部外科を中心に臨床応用されたものの，従来の液体

ジェットメスでは術野外への飛沫の飛散による播種

や医療従事者の感染の危険性，術野内での気泡発生

や水分貯留による視野悪化，微調整や小型化が困難

といった問題から顕微鏡手術機器としては普及して

いないのが実情である。これらの問題点は従来のデ

バイスがポンプによる圧駆動の高圧連続流を利用し

ていることが影響していると考えられる。われわれ

は前述の気泡と衝撃波の干渉現象を利用し，微量か

つ高速のパルスジェット発生法の開発に取り組んで

きた。

当初は水中気泡にアジ化銀の起爆により発生させ

た SWを干渉させることにより液体ジェットを発生

させる方法の応用を試みたが 13），アジ化銀を用いた

機器での臨床応用は困難であることから，最終的に

はパルス Ho: YAGレーザーの細管内水中照射によ

る液体ジェット発生法を開発（レーザー誘発液体

ジェット laser-induced liquid jet : LILJ）し，以後基

本原理として用いている 8）。

レーザージェットメスは工学実験 15），ならびに動

物実験 17）を経て，2005 年に倫理委員会の承認を得

て，以降，脳外科臨床応用を行っている。これまで

テント上神経膠腫 11 例，難易度の高い頭蓋底腫瘍

に対する拡大蝶形骨到達法を要した 14 例，脳動静

脈奇形 1 例，脳内出血 2 例において臨床応用を行っ

た 19）。これまでの検討の結果，既存の競合機器（連

続流を用いた液体ジェットメス，超音波機器）と比

較して同等以上の微調節が可能で穿通枝レベルの血

管の温存下に腫瘍の破砕が可能な点，照射される実

効水量が著しく減少し，飛沫，気泡の発生も顕微鏡

操作に支障のない操作が可能であることを報告し

た 18）。また，構造が単純であり，カテーテル内 9），

内視鏡 17）への導入も比較的容易にできる点も優位性

として挙げられる。

臨床経験の蓄積の中でいくつかの課題も明らかと

なった。従来の連続流を用いた機器では十分な破砕

効果が期待でき，脳外科疾患を対象とした研究で

は，超音波機器と比較して手術時間短縮と出血量減

少効果が報告されている 20）。これに対してパルス

レーザージェットメスは水量が少ないため一部の腫

瘍を除いては破砕効果には限界がある。現在，破砕

と切開の機序，その違いを検討しながら破砕効率の
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優れたノズルの開発に着手している。

レーザージェットメスは石英光ファイバーによる

導光が可能であることからカテーテル内に射出部を

作成することにより硬性・軟性内視鏡へ導入するこ

とが可能である。LILJの血栓破砕システムへの応

用をめざした一連の研究の中では照射部内面を金属

で被覆するとともに腔内に冷却水を供給することで

一定時間の持続操作が可能であったが，金属材料工

学的な検討により安全性，簡便性の面で改善の余地

があり，今後の課題である。

新しいデバイスの開発においては市場の開拓も重

要な要素である。現在，東北大学先進外科学分野と

共 同 し，消 化 管 の 内 視 鏡 的 粘 膜 下 層 剥 離 術

（Endoscopic Submucosal Dissection: ESD）への応

用を意図した動物実験（ブタ）を行っている。近年，

早期の消化管癌の治療として ESDが急速に普及し

てきているが，今のところ ITナイフやフックナイ

フといったエネルギーデバイスが主に用いられてお

り，穿孔や出血などの合併症が生じることもあ

る 21）。本システムを用いて消化管粘膜下層を剥離す

ることで，これらの危険を回避しうる可能性があ

る。これまで食道，胃，小腸，大腸で行った予備実

験では脳神経組織への出力に比べて明らかに大きな

エネルギーを要したが剥離と血管温存を両立できる

可能性が示唆されており，今後の応用が期待される

ところである。

本稿では衝撃波工学の見地から bTBIの発生機序，

現在の研究の問題点を概説するとともに，基礎研究

で得られた知見を新たなスピンオフとして医療応用

につなげたわれわれの取り組みを紹介した。これら

の取り組みは多分野の専門家の有機的な連携なしに

は実現し得ないものであり，現在は産官学の研究者

で ｢SW（BW）｣，｢脳損傷｣ をテーマにした研究プラッ

トフォームを形成し，臨床から基礎，基礎から臨床

へのトランスレーションを積極的にすすめるととも

に，外傷性脳損傷の転帰改善に向けて多角的に取り

組んでいく基盤となることを目指している。
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Multi-neuromonitoring of severe traumatic
brain injury patients in our hospital
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Objectives : It is important to provide treatment that cor -
responds to changes in intracranial pathophysiology after
traumatic brain injury (TBI).  Neuromonitoring as a means to
understand such changes was examined in this study.
Method: Severe TBI patients with Glasgow Coma Scale scores

of 8 or less on admission underwent hypothermia while moni-
toring intracranial pressure (ICP), jugular venous oxygen satu-
ration (SjO2), and brain temperature.  Management of the TBI
patients conformed to guidelines.  The difference between brain
and bladder temperature was defined as ∆T.
Results : During hypothermia the value of SjO2 in diffuse brain

injury patients significantly decreased to 56.6 ± 9.3 (%) in com -
parison to evacuated mass patients (75.4 ±  6.4).  The average
tem perature when ICP reached its highest value during the
re-warming period was 34.9 ±  0.2˚C.  Although the required
time for re-warming from 34˚C to 35˚C was 56.3 hours, the
required time from 35˚C to 36˚C was extended to 75.4 hours.
The SjO2 values (%) in three cases in which ICP was 30 mmHg
or more during the re-warming period were, respectively, 95,
90 and 48.  ICP was controllable after correspondence with
hyperemia or ischemia was determined.  A significant correla-
tion between ∆T and SjO2 was seen in patients with closed
craniums.
Conclusion: SjO2 measurement in TBI patients is useful for

understanding abnormalities in cerebral blood flow and
metabolism without high ICP.  ICP could be controlled after
appropriate treatment that conformed to SjO2 values.  The brain
and bladder temperature monitoring can provide an index of
cerebral blood flow.
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原　　著

Ⅰ───────────────はじめに─

外傷性脳損傷の急性期では，脳血流の低下や脳代

謝異常が報告されており 1,2），結果的に脳虚血を招

き二次性脳損傷の原因とされてきた。また，頭蓋内

血腫や脳浮腫による頭蓋内圧亢進や全身血圧の低下

によって脳灌流圧（CPP）低下を招き，さらなる二次

性脳損傷を生じてしまう。重症頭部外傷治療の目的

は，この二次性脳損傷を最小限に抑制することであ

る。そのためには，重症頭部外傷治療においては不

安定な脳循環代謝の評価をリアルタイムに行い，こ

れらの異常をいち早く感知し対応しなければならな

い。重症頭部外傷治療・管理のガイドラインでは脳

循環代謝モニタリングとして，頭蓋内圧（ICP）や脳

神経外傷 Vol.33 2010
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血流量（CBF），経頭蓋超音波ドプラー（TCD），頸静

脈球酸素飽和度（SjO2），脳温，脳微小透析法（micro-

dialysis）などが推奨されている 6）。なかでも ICPと

CPP測定は患者管理に有用であるとされているが 7），

その閾値は患者各々によって差が生じるものであ

る。重症頭部外傷治療の中で脳組織の酸素化をモニ

タリングあるいは維持するためには，その他の

modalityを併用した多元的モニタリングが有用かと

思われる。当院においても，重症頭部外傷治療にお

いては複数のmodalityを併用した多元的モニタリ

ングを行っている。そこで，本稿では重症頭部外傷

患者に対するモニタリングの実際を紹介し，これら

の結果から何がわかるのか？どのように治療に応用

できるのか？を考察したい。

Ⅱ───────当院におけるモニタリング─

当院へ搬送された重症頭部外傷（入院時 Glasgow

Coma Scale（GCS）score 8 以下）に対しては，原則的

に全例でマルチモニタリングを行っている。心電

図，観血的血圧測定，動脈血酸素飽和度などはもち

ろんであるが，ICPや SjO2，脳温，深部体温（膀胱

温や直腸温）を測定している。脳低温療法を行った

症例については 36℃まで復温され ICPや SjO2が安

定しているのを確認して各種プローべの抜去を行っ

ている。本研究では，2006 年 4 月から 2008 年 7 月

の期間に上記モニタリングを行った重症頭部外傷 23

例が対象である。SjO2に関してはオキシメトリーカ

テーテルによる連続測定を行っているが，測定値が

不安定なため，本研究におけるデータとしては実測

値を用いた。そのため，毎日キャリブレーションが

行われていない症例については対象から除外した。

また，深部体温については主に膀胱温を用いている

が測定値が不安定であったり，他のmodalityを用

いたものと著明な乖離があったものは測定カテーテ

ルを入れ替えたため対象から除外した。そのため，

検討項目により症例数が異なっている。

Ⅲ───脳低温療法中の頸静脈球酸素飽和度─

（a）対象と方法

対象は山口大学医学部脳神経外科へ搬送された重

神経外傷 Vol.33 2010

Table 1 Characteristic comparison of Group E andGroup
D patients

E群（12例） D群（11例）
年齢 38.2 ± 7.5 31.3 ± 4.9

男女比（M�:�F） 8�:�4 11�:�0
搬入時GCS 4.8 ± 0.6 4.6 ± 0.5
平均 ICP 19.0 ± 11.8 22.8 ± 20.2

Favorite outcome
（GR +�MD）％ 41.7％（5/12） 54.5％（6/11）

Table 2 Cerebral Blood Flow measured by Xe-CT in
patients with low jugular venous oxygen saturation

基底核レベル

半 球
L 19.5
R 19.3

ACA
L 16.6
R 18.5

MCA
L 19.9
R 18.6

PCA
L 19.0
R 19.5

半卵円中心レベル

半 球
L 13.9
R 15.0

ACA
L 14.2
R 15.5

MCA
L 14.1
R 16.4

PCA
L 14.2
R 15.0

Fig.1 Jugular venous oxygen saturation during hypo -
thermia of Group E and Group D patients.
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症頭部外傷症例で SjO2をモニタリングしながら脳

低温療法を施行した 23 例とした。搬入時の頭部 CT

にてmass lesionを認め，すぐに開頭術（外減圧術を

含む）を施行された患者群を evacuated mass群（E

群，12 例），搬入時頭部 CTにて 25 ccを超える高ま

たは混合吸収域を認めない患者群を diffuse injury

群（D群，11 例）とし 2 群に分類した。右頸部から内

頸静脈カテーテルを挿入し先端部が頸静脈球部にな

るように留置した。脳低温療法中（脳温が 35℃以下

であった期間）に頸静脈カテーテルから１日に 1 回

採血を行い酸素飽和度を実測し SjO2とした。予後

評価としては退院時 Glasgow Outcome Scale（GOS）

を用いた。また，D群の 1 例に対して脳低温療法中

に Xe-CTを用いて脳血流検査を行った。

（b）結果

各群における患者背景は，男女比を除いては両群

間に有意差は認められなかった（Table 1）。E群と D

群の脳低温療法中の SjO2は，それぞれ 75.4 ± 1.8（%）

（mean ± SE）と 56.6 ± 2.8（%）で有意に D群において

低値を示した（Fig.1）。E群における予後良好例（GR

+ MD）と予後不良例（SD + V + D）ではそれぞれ 72.8

± 6.4%,  77.2 ± 6.2%で有意差は認めなかった。D群

においても同様に 57.3 ± 7.3%,  55.8 ± 12.2%で有意

差を認めなかった。脳低温療法中においては，両群

ともに患者予後の違いによる SjO2の違いは認めら

れなかった。D群の 1 例において脳低温療法中の脳

血流量の評価を行ったが（その際の SjO2は 49.8%と

低値であった），左半球 19.5（ml/100g/min），右半球

19.3 と低値であった（Table 2）。

Ⅳ─────────復温期のモニタリング─

（a）対象と方法

対象は山口大学医学部脳神経外科へ搬送された重

症頭部外傷（入院時 GCS score 8 以下）症例で，脳低

温療法（34℃）を最低 72 時間施行し，復温完了（36℃）

まで，各種モニタリングを行うことができた 8 例と

した。復温開始の目安としては ICPが 20 mmHg以

下とした。復温は，0.5℃／dayを基本とし ICPが

20 mmHg以上に上昇する場合は復温を一旦中止あ

るいは再度冷却を行った。モニタリングとして，健

常側の前頭葉に CAMINO社製の脳実質型の ICPセ

ンサーを留置して ICPと脳温を測定した。また，右
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Fig.2 Re-warming velocity after hypothermia.

Fig.3 Intracranial pressure at each temperature point.

Fig.4 Relationship between ICP and brain temperature
at maximal intracranial pressure (ICP) during re-warm -
ing.
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内頸静脈にカテーテルを留置して採血を行い SjO2

を実測した。

（b）結果

対象症例 8 例の平均年齢は 37.4 ± 5.9 歳であった。

入院時の GCSは 6.4 ± 0.5 で，男性 5 名，女性 3 名

であった。搬入時の頭部 CTにて急性硬膜下血腫 5

例，急性硬膜外血腫 3 例であった。復温速度は，

34℃から 35℃まで 0.87 ± 0.26℃／dayであったのに

対して 35℃から 36℃までは 0.51 ± 0.12℃／dayと

有意に低下していた（Fig.2）。復温中の ICP変化は，

復 温 直 前で 14.6 ±  2.3 mmHg，35℃で 18.1 ±  3.1

mmHg，36℃で 14.9 ± 2.8 mmHgであった（Fig.3）。

復温期間中の最高 ICPを示した時の脳温は 34.9 ±

0.2℃で，全例 35℃を目前にしたタイミングであっ

た（Fig.4）。また，最高 ICPが 30 mmHgを超えた症

例は 3 例あるが，最高 ICPを示した時の SjO2はそ

れぞれ 95%，90%，48%と異常値を示していた。そ

れぞれ復温を一旦中止した上で，降圧あるいは昇圧

を行い，その後は ICPは正常範囲内にて復温を継続

することができた。

Ⅴ─────脳低温療法中の脳温測定の意義─

（a）対象と方法

対象は山口大学医学部脳神経外科へ搬送された重

症頭部外傷（入院時 GCS score 8 以下）症例で，びま

ん性脳損傷に対して脳低温療法を導入された 5 例と

した。特に外科的治療は行われていない。右側前頭

葉に CAMINO社製の脳実質型の ICPセンサーを留

置して，ICPと脳温を測定した。膀胱温度を測定し

深部体温とし，深部体温から脳実質温を引いた差を

⊿Tとした。右内頸静脈にカテーテルを留置して採

血を行い SjO2を実測した。

（b）結果

対象症例 5 例の平均年齢は 25.0 ± 21.2 歳であっ

た。入院時の GCSは 5.4 ± 1.3 で，男性 4 名，女性

1 名であった。SjO2と⊿Tとの間に正の相関が認め

られた（R=0.620, P<0.0001）（Fig.5）。

Ⅵ───────────────考 察─

重症頭部外傷治療におけるモニタリングの目的

は，頭部外傷後急性期における脳循環代謝の異常を

いち早く感知し対応することで二次性脳損傷を防ぐ

ことである。積極的な ICP管理が転帰改善につなが

るとの報告 7）より重症頭部外傷治療のモニタリング

としては ICP測定が最も有用とされ使用される頻度

も多い。しかし，ICP測定のみでは CPPからある程

度の脳循環の推測はできるものの正確な脳循環代謝

の病態把握には至らず，適切な治療・管理を行うこ

とができない。そのため，近年はその他のmodality

を併用した多元的モニタリングを行い“脳循環代謝”
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を考慮した上での治療・管理の必要性が訴えられて

いる。ベットサイドにて“脳循環代謝”をモニタリン

グするのに比較的容易に用いられているのが SjO2

測定である。SjO2 測定の有用性については重症頭部

外傷の管理を ICP測定のみで行った場合と ICP測

定に SjO2 測定を併用した場合では後者の方が有意

に転帰が良好であったとする報告もある 4）。この

度，我々の施設では ICP測定に SjO2や脳温のモニ

タリングを併用し“脳循環代謝”を考慮した患者管理

を行ったので解説したい。

はじめに，脳低温療法中の SjO2について検討し

た。SjO2は，脳血流と脳酸素代謝の比を表しており

脳酸素需給のバランスを示す指標として使われてい

る。動脈血中酸素飽和度が正常に管理できている場

合であれば，脳酸素代謝が相対的に脳血流を上回る

状態，つまり脳虚血の時には SjO2は低値を示し，

脳酸素代謝を上回る脳血流の存在，つまり脳充血の

時には SjO2 は高値を示す。今回，脳低温療法中，

特に D群において有意に SjO2は低値を示した。D

群の一例においては脳血流評価を行うと低値を示し

ており SjO2の低下は脳血流の低下を示していた。脳

血流低下が疑われた場合，まずは外傷性脳血管障害

の存在はないのか，貧血や動脈血酸素飽和度は管理

されているか，心拍出量は十分であるのかを検討し

なければならない。今回のシリーズの中ではそのよ

うな所見は認められなかった。脳血流低下の原因と

して一つは脳温の低下による生理的な脳血流の低下

が考えられる。また，もう一つはこの度 PaCO2の管

理を α-statで 30〜35 mmHgで管理した。脳低温療

法中の至適 PaCO2 管理については詳しい報告はない

が，α-stat で管理すると pH-stat で管理するより

PaCO2は低くなることが予想される。つまり今回の

シリーズでは過換気により脳血流低下が誘発された

可能性がある。さらには，頭部外傷急性期の脳血流

の低下や脳代謝異常 1,2）を反映している可能性も考え

られる。いずれにせよ脳低温療法維持期に ICPは制

御されている状態での病態であり，ICP測定のみで

はこのような脳血流低下を感知することができず

に，至適な治療・管理が困難ということになる。

次に脳低温療法から復温する際のモニタリングに

ついて検討した。脳低温療法の脳保護効果を十分に

発揮するためには安全に復温することが重要であ

る。各種モニタリング下に脳腫脹や血圧低下，電解

質異常や肺炎の増悪などに注意しながらゆっくりと

慎重に行わなければならない。我々は，ICPや SjO2

をモニタリングしながら 0.5℃／日の割合で復温して

いる。ほぼ全例において脳温が 35℃に達する頃に

ICPの上昇を認めている。ICPが 20 mmHgを上回

る場合には復温を中止したり再度脳温の冷却を行っ

ているため，結果として 34℃〜35℃の復温速度に

比べて 35℃〜36℃の復温速度は有意に低下してい

た。また，復温期間中に ICPが 30 mmHg以上まで

上昇した症例が 3 例認められた。その時の SjO2の

値を見ると 2 例が脳充血，1 例が脳虚血を示してい

た。この場合，脳温の管理については先程述べたが，

同時にそれぞれの病態に対応した血圧管理を行うこ

とにより容易に ICP管理が可能で復温を早期に継続

することができた。復温時の ICP上昇の原因として

は脳血管の自動調節能の破綻による脳充血や脳血流

と脳代謝のバランスの崩壊が報告されている 5,9）。脳

低温療法からの復温においては ICP測定のみで脳温

の調整を行うのではなく SjO2も測定し脳充血や脳

虚血に対応した循環管理も重要と思われた。

我々の施設では，特に脳低温療法を行う症例につ

いては脳温の測定も行っている。脳低温療法の目的

は脳温を下げることであるが，膀胱温や直腸温，血

液温，脳温はそれぞれ解離があることが知られてお

り 3,8），対象臓器を目標の温度にしっかり管理する

ためには脳温の測定は大切かと思われる。また，も

う一つの理由は“脳循環代謝”のモニタリングであ

る。以前より，脳温と深部体温の差が脳循環を反映

しているとの報告が散見されている 10,11）。我々の施

設も同様の所見を得ることができた。今回のシリー

ズでは脳低温療法中のびまん性脳損傷に症例が限ら

れているため，脳代謝はある程度抑制された状態で

安定していると思われた。そのような中で脳温に影
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響を与えている要因としては脳循環が最も大きいの

ではないかと考えられた。また，外減圧術を行った

症例について同様な検討を行ったが⊿Tと SjO2の

間に有意な相関を認めることができなかった。つま

り，開頭術を行っている症例については室温などの

頭蓋外環境の影響が脳温に対して強く認められると

思われた。そのような頭蓋外環境の影響が少ない開

頭術を行っていない閉鎖環境の時にのみ⊿Ｔと SjO2

との有意な相関関係は認められるものと思われた。

Ⅶ───────────────結　　語─

当施設における重症頭部外傷患者のモニタリング

の実際について紹介し検討した。重症頭部外傷の管

理については ICP測定のみならず多元的モニタリン

グを行い“脳循環代謝”を考慮した管理が重要である。
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The efficacy of regional measurement of
cerebral circulation and metabolism
in acute phase of severe head injury
management : Should microdialysis
be "minimum essential monitor" ?
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Objective : The intracranial pressure (ICP) monitoring has
been recommended in Japan Society of Neurotraumatology
(JSNT) Guidelines, and the cerebral perfusion pressure (CPP)
oriented therapy has been performing to prevent the second-
ary ischemic brain damage in many institutions for the manage-
ment of severe head injury.  Although the optimal CPP value
is recommended as over 60 – 70 mmHg in JSNT guidelines,
there is no clear evidence.  To determine the optimal CPP level
in severely head-injured patients, the cerebral perfusion and
brain metabolism were measured with microdialysis.
Methods : In severe head injury patients (GCS � 8), the value of

ICP and CPP were monitored hourly for 7 days.  Glucose,
lactate, pyruvate, glycerol, and glutamate in dialysate were
analyzed hourly with the microdialysis method.  And the
lactate/pyruvate (L/P) ratio which indicated the degree of
ischemic brain damage was calculated in each case.
Moreover, the values of these biochemical parameters were
compared between groups divided by CPP value.
Results : The value of glucose was highest in the group of 71 –

80 mmHg of CPP group.  The value of lactate, glycerol, and
glutamate decreased according with the increasing of CPP
value.  When the CPP value decreased below 60 mmHg, the
value of lactate, glycerol, and glutamate increased abruptly.
These result suggests that the optimal CPP level seemed to be
over 60 mmHg.  However, with the evaluation of the optimal
CPP value by analyzing the relationship between CPP and
L/P ratio, the optimal value was different individually in each
case.  In addition, the pressure reactivity index (PRx) and the
CPP/glucose slope, which should express the degree of
impaired autoreguration, also varied in each case.
Conclusion : Our study suggested that the optimal CPP level

is different in each case, and the variously impaired autoregula-
tion is one of the factors which largely affect optimal CPP value.
The direct monitoring of cerebral perfusion and brain metabo-
lism with the microdialysis method might be useful to deter-
mine the optimal CPP levels in severely head-injured patients.
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Ⅰ───────────────はじめに─

わが国の「重症頭部外傷治療・管理のガイドライン

第 2 版」（以下，ガイドライン）1）において，頭蓋内

圧（以下，ICP）モニタリングが推奨されており，

ICPや脳灌流圧（以下，CPP）を指標とした急性期管

理が行われている。わが国のガイドラインでは CPP

の治療閾値は 60〜70 mmHg以上に管理することが

望ましいとされており，我々の施設でも従来，目標

CPP 値を 60〜70 mmHg，目標 ICP 値を 20 mmHg

以下と設定し，重症頭部外傷の急性期管理を行って

きた。

2007 年の米国 Brain Trauma Foundationの頭部外

傷治療のガイドライン 2）でも，CPPの治療目標は

50〜70 mmHgの間にあるとしているが（Level-Ⅲ

recommendation），依然エビデンスレベルの高い推

奨の根拠となるデータは存在しておらず，適正 CPP

に関する論議は絶えないのが現状である。

従来，適切な脳循環の維持により二次的脳損傷を

いかに回避するかが重症頭部外傷の患者転帰改善の

鍵となるといわれているが 3,4,5），いままでのわが国

においてはベッドサイドで脳組織の虚血を直接的か

つ経時的に捉えるモニタリング手技が存在しなかっ

たため，ICPと平均血圧より算出した CPPや，経

静脈酸素飽和度（以下，SjO2）測定から，脳組織の循

環および代謝を間接的に予測しつつ重症頭部外傷の

急性期管理を行わなければならなかった。

しかし近年，我が国においても脳循環代謝をベッ

ドサイドで測定しうるマイクロダイアリシスモニタ

リングが施行可能となり，脳組織の循環および代謝

をベッドサイドにて簡便に評価できるようになり，

これらが神経集中治療の分野でモニタリングとして

応用されるようになった。

今回我々はマイクロダイアリシスを用いた適正

CPP値の検討を行い，重症頭部外傷急性期における

CPP値の治療閾値を考察するうえでのマイクロダイ

アリシスの有用性と，神経集中治療モニタリングに

おける位置づけについて考察した。

Ⅱ──────────────対象・方法─

来院時 Glasgow Coma Scale（以下，GCS）8 点以

下，あるいは搬送後 24 時間以内に悪化した worst

GCSが 8 点以下となった重症頭部外傷患者 21 例を

対象とした。開頭術あるいは穿頭術後 ICPモニター

（Codman Microsensor: Codman, MA, U.S.A.）を脳

実質内に挿入し，その近傍にマイクロダイアリシス

プローベ（CMA 70，膜長 10 mm，直径 0.6 mm，分

子 カ ッ ト オ フ 値 20 kD： CMA Microdialysis,

Stockholm, Sweden）を留置した。開頭術，穿頭術等

の手術適応および急性期の治療管理は，わが国のガ

イドラインの記載 1）に準拠した。

ICPモニターおよびブローべ刺入位置は，2004 年

の Consensus meeting statementに従い 6），びまん性

脳損傷は右前頭葉に，また局所性脳損傷は血腫除去

術後，その 1〜2 cm近傍のいわゆる penunmbra領

域に留置し 7），術後頭部 CT撮影にて刺入部位を確

認した。マイクロダイアリシスプローベとマイクロ

ポンプ（CMA106 : CMA Microdialysis, Stockholm,

Sweden）を接続し，透析液として生理食塩水を 0.3

µl/minの速度で灌流させた。術後より 1 時間毎に血

圧，体温などバイタルサインに加え，ICP，CPPを

記録し，それに合わせ透析液検体を回収した。透析

液検体の採取は 7 日間とした。

透析液の分析はキネティック酵素分析法による

CMA Iscus microdialysis analyzer（CMAMicrodialysis,

Stockholm, Sweden）を用い，脳血流の指標としての

グルコース，酸素化の指標としての乳酸，ピルビン

酸，神経細胞障害を示唆するグリセロール，興奮性

アミノ酸であるグルタミン酸を測定した。また脳虚

血の指標である乳酸／ピルビン酸比（以下，L／P比）

を算出した。

以上の如く採取された透析液検体，計 2,444 検体

を各検体採取時の CPP値から 10 mmHg毎に群分け

し，各群間にて上記の生化学的マーカーを比較した。

また，その際に Reinstrupらにより報告された正

常値 8）を参考とした（Table 1）。

神経外傷 Vol.33 2010
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患者特性の評価等において平均値は平均 ± 標準偏

差の形で表記した。各群間の検定には t-検定および

χ2 検定を用い，p<0.05 にて有意差ありとした。

適正 CPP値は CPP値と L／P比の値から得られた

回帰直線より算出した。また症例ごとの脳血管自動

調節能の評価のため，第 1 病日における収縮期血圧

値と ICP値から各症例における相関係数（Pressure

Reactivity Index: 以下，PRx）9）を算出し症例毎に比

神経外傷 Vol.33 2010

Table 1 Baseline values of cerebral biomarkers mea sured with microdialysis technique 8)

Biomarkers Clinical meanings Normal range

Glucose Decreasing�with�ischemic�/�hypoxic�state
Indicator�of�cerebral�blood�flow 1.7�± 0.9�mmol/l（30.6�± 16.2�mg/dl）

Lactate Increasing�with�ischemic�/�hypoxic�state 2.9�± 0.9�mmol/l（26.1�± 8.1�mg/dl）
Pyruvate Decreasing�with�ischemic�/�hypoxic�state 166�± 47μmol/l（1.4�± 0.4�mg/dl）

L/P�ratio Decreasing�with�ischemic�/�hypoxic�state
Good�indicator�for�anaerobic�metabolisms 23�± 4

Glutamate Excitatory�amino�acid,�and�indicating�the�cerebral�ischemia 16�± 16μmol/l
Glycerol Components�of�cell�membrane,�indicating�the�neural�cell�damage 82�± 44μmol/l

Patient
No. Age Gender GCS Pupil CT

Diagnosis TCDB Ope 1 Ope 2 Ope 3 GOS
at discharge

1 77 M 3 2/2��+/+ CC Diffuse�2 ICP − − MD
2 67 F 3 5/5� –/– CC Diffuse�2 ICP − − PVS
3 76 M 8 2/2��+/+ AEDH Evacuated HR ICP − PVS
4 65 M 3 7/7� –/– ASDH Evacuated HR ICP − D
5 55 F 3 6/2� –/– ASDH Evacuated HR ICP ED PVS
6 75 M 8 4/4� –/– CC Evacuated HR ICP − PVS
7 64 M 8 4/4��+/+ DBI Diffuse�2 ICP − − PVS
8 63 M 8 4/4��+/+ DBI Diffuse�2 ICP − − MD
9 26 M 7 8/6� –/+ ASDH Evacuated HR ICP ED MD
10 80 F 7 4/4��+/+ ASDH Evacuated HR ICP ED GR
11 85 M 4 3/4� –/– ASDH Evacuated HR ICP ED D
12 82 F 4 5/4� –/– ASDH Evacuated HR ICP ED SD
13 55 M 4 4/4� –/– AEDH Evacuated HR ICP − SD
14 20 F 7 3.5/3.5��+/+ ASDH Evacuated HR ICP ED D
15 27 M 3 6/2� –/+ ASDH Evacuated HR ICP ED GR
16 65 M 15 3/3��+/+ DBI Diffuse�2 ICP − − MD
17 81 F 6 5/5��+/+ ASDH Evacuated HR ICP ED D
18 40 M 7 3.5/3.5��+/+ ASDH Evacuated HR ICP ED MD
19 53 M 3 2.5/2.5��+/+ ASDH Evacuated HR ICP ED MD
20 77 M 5 5/5� –/– ASDH Evacuated HR ICP − D
21 22 M 5 5/5� –/– ASDH Diffuse�2 HR ICP − D

Table 2 Patient characteristics

The�21�severe�head-injured�patients�(worst�GCS�� 8)�were�enrolled�in�this�study,�and�all�patients�had��operations�for�ICP�and�microdialysis
monitor� installation.� � Abbreviations ;�GCS:�Glasgow� coma� scale,� TCDB:� traumatic� coma�data�bank� classification�of� head� injury,�GOS:
Glasgow�outcome�scale,�CC:�cerebral�contusion,�AEDH:�acute�epidural�hematoma,�ASDH:�acute�subdural�hematoma,�ICP :�ICP�monitor
installation,�HR:�hematoma� removal,�ED:�external�decompression,�GR:�good� recovery,�MD:�moderate�disability,�SD:� severe�disability,
PVS:�persistent�vegetable�state,�D :�dead



204

較した。また同様に脳循環と脳灌流圧の関係を数値

化し脳血管自動調節能を評価すべく，各症例毎に

CPP値とマイクロダイアリシスで得られたグルコー

ス値の回帰直線よりその傾き（以下，CPP／glucose

slopeと示す）を計算した。

Ⅲ───────────────結　　果─

1．患者特性（Table 2）

21 例（男性 15 例，女性 6 例），受傷時平均年齢は

62.1 ± 19.4 歳，平均 GCSは 5.8 ± 2.9 であった。局

所性脳損傷は 15 例（急性硬膜下血腫 13 例，急性硬

膜外血腫 2 例），びまん性脳損傷は 6 例（うち多発性

の脳挫傷 3 例を含む）であった。来院時，瞳孔所見

においては瞳孔不同が 5 例，瞳孔径 5 mm以上かつ

対光反射消失の瞳孔散大を 4 例に認めた。手術は開

頭血腫除去術を 16 例に，外減圧術を 10 例に施行

し，前述の如く ICPモニターおよびマイクロダイア

リシスプローベの留置を全例に行った。退院時

GOS は good recovery が 2 例，moderate disability

が 6 例と，これら転帰良好例は全症例の 38.1%で

あった。また severe disabiityと persistent vegetable

state，および死 亡を含めた転 帰 不 良 例は 15 例

（61.9%）であった。

2．CPP 値と各種バイオマーカーの測定値
（Fig.1）

脳組織灌流を反映するとされるグルコース値は，

CPP 61 mmHg 以上の群において平均 25.9 ±  2.2

mg/dlと，60 mmHg以下の群における平均値 7.6 ±

1.2 mg/dlに比して有意に高値であった（p<0.0001）。

さらに CPPの増加に伴い Glucose値は増加し正常

範囲内に回復した。

組織嫌気性代謝の度合いを示す乳酸値は CPP 60

mmHg未満で有意に高値であった。また同様に嫌気
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Fig.1 The relationship between CPP value and biochemical parameters.

The value of glucose, which reflects the cerebral perfusion, was highest in the group of 71 – 80 mmHg of CPP group.  The value
of lactate, glycerol, and glutamate decreased according with the increasing of CPP value.  If CPP decreased below 60 mmHg,
the value of lactate, glycerol, glutamate, and lactate/pyruvate (L/P) ratio, which reflect cerebral ischemia and cell damage,
increased abruptly.
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性代謝で上昇するピルビン酸値は，CPP 60 mmHg

未満では低値を示した。また，CPP 60mmHg未満

の状態で，細胞障害性の興奮性アミノ酸とされるグ

ルタミン酸，および細胞膜成分であり細胞障害を示

唆するとされるグリセロール値は有意に増加した。

頭部外傷において，脳虚血の最もよい指標とされ

る 6）L／P比は CPP 60 mmHg未満で有意に低値と

なった（p<0.0001）。

3．L ／ P 値から推測される至適 CPP 値（Fig.2）

全 21 症例より採取し得た 2,444 検体における L／P

値と CPP 値をプロットし，回帰直線を算出した

（L／P＝ 948.514 − 10.022* CPP；R2 = 0.168）。強い

相関関係は得られなかったものの，L／P値と CPP

値は負の相関を示し，CPP値低値では L／P値が高

値となる傾向がみられた。また脳組織でのmetabolic

crisisの閾値とされる 10）L／P値（L／P比 = 40）をも

とに算出された，予想される適正 CPP 値は 91.9

mmHg以上と，従来ガイドラインにて提唱されてい

る CPP 60〜70 mmHgとは大きく乖離していた。

4．各症例における至適 CPP 値と
脳血管自動調節能（Table 3）

前述の如く，症例毎に，L／P比 40 に相当する適

正 CPP値を算出したところ，各症例においても，症

例毎に大きく乖離していることが明らかとなった。ま

た，脳血管自動調節能の指標の一つとされる PRx，

あるいは CPP／glucose slopeも症例毎に大きく乖離

していた。また PRxの閾値においては，PRx＜ −0.2

と転帰が相関するといわれている 9）が，今回の我々

の結果では Table 3 に示した如く，PRxと転帰の相

関は明らかでなかった。

Ⅳ───────────────考　　察─

1．適正 CPP 値に関する考察
─マイクロダイアリシスの測定値から─

重症頭部外傷における CPPの治療目標はいかに

すべきか，この問題に関して従来より様々な研究が

なされてきた。とくに Rosnerの報告 11）以来，1990

〜2000 年代に多くの症例報告や論文発表がなされ，

至適 CPP 値は 70 mmHg 以上，あるいは，Lund

concept 12）の如く脳浮腫の増悪を念頭に置き（ICP

targeted therapy），CPPは最低限の 50 mmHg以上で

あればよいとする報告もある 13,14,15,16）。

今回の我々の報告では，CPP値を 60 以下より 10

mmHg毎に群分けし，それぞれの群間で局所脳循環

代謝について検討したが，60 mmHg以下のデータ

と 61〜70 mmHgのデータの間において，脳虚血お

よび神経細胞障害を示すパラメーターに有意な差が

みられた。この結果から，全 21 例を総じて検討す

ると，適切な脳循環を維持し神経細胞障害を防ぎう

る，適切な CPP 値は 61 mmHg 以上という結果と

なった。これは我が国のガイドラインや前述の

Brain Trauma Foundationガイドラインで推奨され

ている値とほぼ一致する閾値であった 1,2）。

しかしながら，Fig.2 に示す如く，metabolic crisis
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L/P ratio = 948.514 － 10.022* CPP；R   = 0.1682

Fig.2 The relationship between CPP value and L/P
ratio.

The value of CPP and L/P ratio of 2,444 samples were
plotted in this figure.  From the formula of regression line,
the optimal CPP was calculated as more than 91.9 mmHg.
This CPP value corresponded to 40 of L/P ratio which was
said as the level of threshold of cerebral metabolic crisis.
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の閾値とされる L／P比 = 40 と実測 CPP値から計

算した適正 CPP値は 91.9 mmHg以上と，ガイドラ

インの推奨値と大きく乖離していた。また各症例に

おいて同様に算出した CPP値も症例毎に大きく異

なっていた。

適正 CPPについて論じる際，脳血管の自動調節

能を考慮することが重要視されている 9,11）。これは

自動調節能の viabilityの程度によって，CPPを高

く保つことが脳浮腫を助長しかねないためである。

これが前述の Lund conceptの根底にある考え方で

あるが，従来この血管自動調節能を数値化し客観的

に評価することが困難であったため，適正 CPP値

も判断できない現状があった 17）。今回，我々は

Czosnykaらの PRxの概念 9）に則り，短時間の ICP

と収縮期血圧をプロットしその相関係数を算出した

が，Table 2 の如く，それらは症例毎に大きく異な

り，目標とする真の至適 CPP値はやはり各症例の

脳血管自動調節能の程度に大きく左右される可能性

が考えられた。

脳血管自動調節能の概念は，従来 CPPと脳血流

（cerebral blood flow: 以下，CBF）の関係で表現され

てきた。すなわち脳血管自動調節能が保たれている

症例は脳血管の収縮能が保たれているため，CPPの

上昇にかかわらず CBFの変動は少ない。しかし，

完全に脳血管の自動調節能が破綻してしまうと，

CPP上昇に対し脳血管収縮能がないため，CBFも

上昇し続ける結果，脳血管床の増加から ICPが上昇

するという理論である。

マイクロダイアリシスの glucose値が脳血流を反

映する 18,19）ことから，今回我々は CPPと glucose
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Table 3 The calculated optimal CPP value and cerebral vascular autoregulation in head injury patients

Case
No

CT
Diagnosis

CT classification
（TCDB）

Optimal CPP
（L/P=40） PRx CPP / glucose slope GOS at discharge

1 CC Diffuse�2 ＞ 110.6 0.115 0.01 MD
2 CC Diffuse�2 ＜ 97.4 0.132 – 0.013 PVS
3 AEDH Evacuated ＜ 252.7 0.866 0.142 PVS
4 ASDH Evacuated ＞ 70.7 – 1.227 0.221 D
5 ASDH Evacuated ＞ 94.9 2.954 – 0.144 PVS
6 CC Diffuse�3 ＜ 1627.5 – 1.566 – 0.157 PVS
7 DBI Diffuse�2 ＞ 57.0 0.632 0.735 PVS
8 DBI Diffuse�2 ＞ 33.2 0.632 – 0.26 MD
9 ASDH Evacuated ＞ 89.7 – 2.847 – 0.245 MD
10 ASDH Evacuated ＞ – 461.0 3.369 – 0.223 GR
11 ASDH Evacuated ＞ 59.3 0.984 0.47 D
12 ASDH Evacuated ＞ – 446.3 1.350 0.061 SD
13 AEDH Evacuated ＞ 16.2 0.004 – 0.116 SD
14 ASDH Evacuated ＞ 90.0 0.883 0.356 D
15 ASDH Evacuated ＞ 84.8 – 1.308 0.199 GR
16 DBI Diffuse�2 ＜ 137.2 – 2.085 0.158 MD
17 ASDH Evacuated ＞ 87.2 – 0.613 0.136 D
18 ASDH Evacuated ＞ 90.9 1.130 0.195 MD
19 ASDH Evacuated ＞ 12.7 0.573 0.11 MD
20 ASDH Evacuated ＞ 23.8 1.326 5.232 D
21 ASDH Evacuated ＞ 53.0 1.227 0.288 D

In�each�patient,�the�optimal�CPP�value�was�calculated�with�the�regression�line.��The�pressure�reactivity�index�(PRx)�and�CPP�/�glucose
slope�which�should�reflect�cerebral�pressure�autoregulation�was�calculated�individually.��The�optimal�CPP�value,�PRx�and�the�value�of
CPP�/�glucose�slope�were�different�in�each�patient.
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の関係をプロットし，その回帰直線の傾きを症例毎

に比較した（CPP／glucose slope）。

前述の概念からすれば，血管自動調節能が保たれ

ている症例ではその slopeの値は小さく，自動調節

能が障害されている症例ではその傾きは大きくなる

と考えられ，今回の我々の検討でも CPP／glucose

slope値は，PRx同様に症例毎に大きく異なってお

り，目標とする真の適正 CPP値は，各症例の脳血

管自動調節能の程度に大きく左右される可能性が大

きいと考えられた。

以上の結果より，従来のガイドラインの如く重症

頭部外傷患者に一様に目標 CPP値を設定し治療す

るのではなく，症例毎に脳血管自動調節能を考慮し

つつ，各々の症例に見合った CPPを設定すること

の必要性が明確となった。前述の BTFのガイドラ

イン 2）においても CPPを指標とした集中治療管理

を行うにあたり，脳循環や酸素化のモニタリングの

併用が望ましいとの記載があるが，マイクロダイア

リシスは症例毎に各々の適正 CPPを推測するうえ

で，脳循環代謝や脳血管自動調節能を評価しうる有

効なモニタリングとなるであろう。

2．実臨床におけるマイクロダイアリシス
モニタリングの位置づけ

マイクロダイアリシスは局所脳組織のモニタリン

グであるということ，あるいは透析液検体を回収す

る時間を要するため，完全に持続のモニタリングで

はないという欠点はあり，現実的にはマイクロダイ

アリシスモニタリングのみでの重症頭部外傷治療は

困難であろう。その意味合いではマイクロダイアリ

シスは最低限のモニタリング，いわば“minimum

monitoring”とはなり得ない。しかし，ベッドサイ

ドにて簡便に脳循環代謝の程度を測定しうるマイク

ロダイアリシスは，ICPモニターとの併用でその利

点を十分に発揮しうるモニターであるといえ，二次

的脳損傷を回避すべく的確な CPP管理を行う上で

考慮すべき“essential monitoring”と表現できよう。

従来，マイクロダイアリシスモニタリングは海

外，とくにヨーロッパにおいて多く使用されてきた

経緯があるが，実際にどのようにモニタリングとし

て使用されるべきか，方法論についての明確な位置

づけはないのが現状である。前述の Consensus
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Fig.3 Treatment strategy for severe brain injury with microdialysis.

This schema indicates the treatment strategy with microdialysis.  After stabilize ICP, microdialysis monitoring is started and
the target value of CPP should be decided with the estimation of correlation between CPP and L/P ratio.  The cerebral vascular
autoregulation might be different individually in each case, the optimal CPP value should be estimated momentarily.
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meetingでは，神経集中治療やマイクロダイアリシ

スの専門家がストックホルムに会し，くも膜下出血

と頭部外傷症例に関するマイクロダイアリシスモニ

タリングについての方法論が話し合われたが，その

statementのなかでの頭部外傷関連の事項は，脳虚

血や二次的脳損傷を示唆する最良の指標が L／P比

であるということ，あるいはマイクロダイアリシス

が二次的脳損傷を防ぐ治療への可能性があることに

限られており，マイクロダイアリシスから得られる

biochemical markerの治療閾値等について，明確な

記載はみられなかった 6）。

我々の施設においても，現段階ではマイクロダイ

アリシス値をもとに CPP値を調節する積極的治療

介入を行っていないのが現状であるが，今後はどの

ようにマイクロダイアリシスで得られたデータを治

療に反映させていくかが課題となろう。前述の如く

症例毎に脳血管自動調節能は異なり，また同一患者

においても経時的に血管の自動調節能は異なるた

め，Fig.3 の如く ICPを安定化させつつ，常に変化

する至適 CPP値を捉えるモニタリングとして使用

することが現実的であると考える。

前述の如く，マイクロダイアリシスは局所モニタ

リングであるという特性から，留置部位によってそ

の測定値が大きく変化しうる可能性があることも考

慮しなければならない。たとえばプローブ先端が灰

白質にある場合と白質にある場合とでは，灰白質と

白質では神経細胞間隙に差がみられるとしている報

告もあり 20），マイクロダイアリシスで得られた生化

学マーカーの細胞外濃度が灰白質と白質で異なる可

能性もあるかもしれない。この点について前述の

consensus meetingでは言及されていないが，頭部

外傷に関しては，focal injuryでは血腫や脳挫傷周囲

の penumbra領域に，diffuse injuryに関しては右前

頭葉に留置することが望ましいとしている。今回の

我々の報告もすべてこの方法に則っている。いかに

関心領域に的確にプローブを留置するかが大切であ

り，マイクロダイアリシスを脳神経モニタリングと

して使用するにあたり，最も留意しなければならな

い点であろう。

以上の如く，依然マイクロダイアリシスを周術期

モニタリングとして臨床応用し，普及させていく中

でまだまだ考慮しなければならない点は多い。しか

し ICP，CPP等の圧指標を中心とした従来のモニタ

リングと併用することで，マイクロダイアリシスは

神経集中治療の質の向上に大きく寄与する可能性を

秘めている脳循環代謝モニタリングとなりうる。

Ⅴ───────────────結　　語─

今回のマイクロダイアリシスを用いた脳循環代謝

の検討から，総じて CPP ＞ 70 mmHgが至適 CPP

として妥当であると考えられたが，実際には血管自

動調節能を考慮しつつ個々の症例において適切な目

標 CPP値を検討すべきである。その際，マイクロ

ダイアリシスは直接的に脳循環代謝を測定しうる利

点から，適正 CPPの設定など，ICPモニターとの

併用でさらにその有用性を発揮する可能性がある。
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Strategy and surgical treatment for
the thoracolumbar spinal injury

NOBUYUKI SHIMOKAWA, HIDETOSHI IKEDA, TAKASHI NAGATA

YUJI TSUKAZAKI, TOSHIYUKI SUGINO, YOSHIHIKO FU

Department of Neurosurgery, Tsukazaki Hospital

Objective: In our country the spinal injury of the thoracolumbar
region are not rare.  We report our experiences of spinal surgery
for thoracolumbar spinal injury.
Methods: Eighteen cases of thoracolumbar spine injury treated

in our hospital between November 2006 and October 2009 were
analyzed retrospectively.  Their average age was 67.5 years old
(ranging 28 – 90).  There were twelve males and six females.
Two groups were further classified as osteoporotic vertebral
body fracture, twelve cases and non-osteoporotic fresh spinal
injury, six cases.  Osteoporotic type were treated with vertebro-
plasty and/or posterior decompression and fixation using in -
stru mentation.  Fresh non-osteoporotic type were treated with
posterior decompression and fixation using instrumentation.
Result : There were no surgical complications such as neural

or vascular injury, or infection. 
Conclusion:Authors presented the surgical method and advan-

tages of vertebroplasty and instrumentation surgery in the treat-
ment of patients with thoracolumbar spinal injury.  Careful defi-
nition of the bony injury and instability and acknowledgment
of instrumentation surgery is crucial for correct surgical plan-
ning and satisfactory outcome.
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原　　著

Ⅰ───────────────はじめに─

交通機関や建造物の高層化に伴い，墜落や交通外

傷等の高エネルギー外傷に伴う胸腰椎損傷をふくめ

た急性期脊椎・脊髄損傷は減少していない 5）。ま

た，人口の高齢化とその増加に伴い骨粗鬆症性椎体

骨折が増加している 1）。

今回，脳神経外科医が臨床を行う場で，これらの

急性期外傷に遭遇した場合，どのような評価でどの

ような手術を施行しているか，また保存的加療に抵

抗性の骨粗鬆症性椎体骨折をどのような適応で手術

治療を行うべきかについて，自験例を提示し報告し

たいと考える。

Ⅱ──────────────対象・方法─

対象は，2006 年 11 月から 2009 年 10 月までの期

間で，保存的治療例を除き手術治療を施行した骨粗

鬆症性椎体骨折 12 例，急性期胸腰椎圧迫（破裂）骨

折 6 例の合計 18 例を対象とした（Table 1）。年齢は

28 歳〜90 歳（平均 67.5 歳）で男性 12 例，女性 6 例

であった。

神経外傷 Vol.33 2010
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骨粗鬆症性椎体骨折の保存的加療として，受傷早

期では体幹ギプスもしくは硬性コルセットを装着

し，徐々に安静度をアップしていき，ベッドサイド

リハビリテーションを早期より開始し，廃用性萎縮

の防止に努めた。疼痛の程度により NSAIDsを中心

とした鎮痛剤投与を行った。その後，約 3 ヵ月の経

過観察期間で，①骨折椎体がいわゆる“alligator

mouse”を呈し，遷延治癒や偽関節となったもの，②

保存的治療抵抗性の腰痛を呈するもの，③ 数年を経

過し，慢性期に局所後弯変形（遅発性後弯変形）が進

んだため，神経症状を呈したり疼痛が徐々に強く

なったものに手術適応ありと判断した。骨粗鬆症性

椎体骨折の手術術式は，全身麻酔下にナビゲーショ

ンシステムと側面透視を使用して経皮的に HA

（HA：ハイドロキシ・アパタイト）ブロックによる経

椎弓根的椎体形成術 3）（vertebroplasty）を行った。画

像における vertebroplastyの適応基準として，① 骨

折椎体の残存椎体高が 1／2 以上あること，② 骨折

椎体の空隙周囲の骨組織に連続性が保たれているも

の（後方脊柱管側に HAが逸脱する危険性がないも

の）とした。vertebroplastyの適応外の症例で，局所

後弯変形の矯正や除圧が必要な場合には，後方到達

法により脊柱管の圧迫因子の除去（椎体後方の骨棘

の除去や椎弓切除）と固定を行った。固定の際には，

背景に骨粗鬆症が存在するため，椎弓根スクリュー

や各種フックやテープ，棘突起間プレート等の多く

のアンカー設置（multi-anchor）を行いアンカーの分

散をはかった。

次に骨粗鬆症性椎体骨折以外の新鮮胸腰椎損傷例

であるが，合併する多発外傷（例えば血胸や腹腔内

損傷等）の状態，全身状態を考慮して，できるだけ

早期に脊髄，馬尾神経への圧迫要素の除去や不安定

型脊椎損傷の固定術を行う方針とした。その手術適

応として，①Denis の three column theory の 2／3

column以上の損傷があるもの，② それに合致する

神経症状があるもの，③ 遅発性後弯変形が危惧され

るものとした。損傷型に関してはMagerlらの AO

分類 2）に基づいた分類をした。術式決定に関しては

神経外傷 Vol.33 2010

Table 1 Summary of the 18 cases of thoracolumbar spinal injury

LCS:�lumbar�canal�stenosis,�VP :�vertebroplasty,�Fx :�fracture,�PLF :�posteriorolateral�lumbar�fusion
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McCormack 4）の load-sharing classification（荷重分

担分類）を使用して，その合計点数が 7 点以上であ

れば前方再建もしくは long fusion（多椎間固定）を考

慮する方針とした。手術は圧迫因子の脊柱管内占拠

率とその高位，脊椎配列，全身の合併損傷の有無

（前方もしくは後方からのアプローチサイドの決定

に重要）を総合して判断するが，基本的には多椎間

固定が施行可能で，到達深度が比較的浅い後方固定

術を第一選択とする方針とした。術中自己血回収装

置を使用して，可能な限り他人血の使用量を少なく

するようにした。術後の外固定に関しては，強固な

内固定を行っても，新鮮脊損例においては，脊椎以

外の周囲の軟部支持組織の損傷も強いため，硬性コ

ルセット装着のもと，慎重に安静度アップをはかっ

た。術翌日よりベッドサイドでのリハビリテーショ

ンを積極的に行った。神経学的重症度の評価を

Frankel分類を用いて評価した。

Ⅲ───────────────結　　果─

手術に伴う神経血管損傷や感染等の合併症を認め

ず，固定性も良好に経過した。各症例の直近の経過

を Frankel分類を用いて評価した（Table 1）。

代表症例を提示する。

Case 6（骨粗鬆症性椎体骨折）

73 歳，女性。L3 椎体圧迫骨折。保存的加療を

3 ヵ月施行するも，運動時の頑固な腰痛が持続し，

徐々に増悪を認めた。神経学的に運動麻痺を認めな

かった。腰椎側面動態撮影単純写において L3 椎体

に偽関節を認めた（Fig.1-a,b,c）。経皮的に vertebro-

plastyを施行した（Fig.1-d,e）。術直後より腰痛は改

善し，現在術後 3 年であるが経過は良好である。

Case 2（骨粗鬆症性椎体骨折）

75 歳，男性。自己転倒後徐々に歩行障害が出現し

車椅子の ADLとなった。神経学的に両膝関節以下

MMT 2 レベルの対麻痺を認めた。画像上 L3 陳旧性

破裂骨折とその骨片による馬尾神経の圧迫所見を認

めた（Fig.2-a）。vertebroplastyの適応ではないと判

断し，後方より除圧固定術を施行した（Fig.2-b,c）。

徐々に麻痺は改善し，杖歩行で退院した。

神経外傷 Vol.33 2010
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Fig.1 Case 6: Osteoporotic compression fracture at L3.

Preoperative dynamic lateral X-ray film showing the non -
union (arrows) of vertebral body fracture of L3. 
a: flexion position, b: neutral position, c: extension position
Postoperative lateral X-ray film (d) and axial CT (e) ob -
tained one year after surgery showing the correct vertebro-
plasty of L3.
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Case 18（急性期胸腰椎骨折）

36 歳，男性。腰をかがめて屋内で作業中，高所か

らの落下物が腰部を直撃した。受傷直後より両足関

節以下の麻痺と強い腰痛が出現した。神経学的には

両足関節以下の完全麻痺，L4 以下の感覚障害

（Frankel B）を認めた。腰椎単純写ならびに CTにて

L4/5 両側椎間関節脱臼骨折を認めた（Fig.3-a,b）。

MRI上同高位の脊柱管の損傷を認めた（Fig.3-c）。

McCormack 8 点，AO分類（C1.1.1）であった。受

傷同日に緊急で後方到達法にて脱臼整復固定術を施

行した（Fig.3-d）。現在術 3 年経過し，装具なしで歩

行可能な ADLに回復している（Frankel D）。

Ⅳ───────────────考　　察─

種市 6）によると，脊髄損傷のゴールは保存療法，

手術療法にかかわらず，最短の障害期間（period of

disability）で安定した脊柱と正常な機能を回復させ，

治療による合併症を起こさないことと述べている。

さらに神経障害を合併した不安定損傷に対する手術

療法の利点として，① 神経除圧，② 生理的な脊柱

配列への復帰，③ 即時安定性の獲得を挙げ，特に急

性期の脊柱再建術は，即時脊柱安定性獲得によっ

て，二次的神経障害の予防と早期リハビリテーショ

ンが可能になる点で，現在では確立された治療法で
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Fig.2 Case 2: Osteoporotic compression fracture at L3.

Preoperative sagittal T2 weighted MRI (a) showing the burst
fracture of L3 and cauda equina compression at same level.
Postoperative lateral (b) and anteroposterial (c) X-ray films
showing the sufficient decompression of the spinal canal
and correct  internal fixation of L1 – L5 using pedicle screws
and rods.

a

dc

b

Fig.3 Case 18: Fresh L4/5 bilateral facet interlocking
and burst fractures at L4,L5

Preoperative lumbar lateral X-ray film (a) and CT recon-
struction (b) and sagittal T2 weighted MRI (c) showing the
vertebral body fractures of L4 and L5, and bilateral facet
interlocking at L4 – 5 (arrows).
Postoperative lumbar lateral X-ray film (d) obtained three
years after surgery showing the reductive posterior fixation
using pedicle screws and vertebroplasty at L4 and L5.
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あると述べている。

しかしながら，同じ脊椎骨折といえども骨粗鬆症

性のものとそうでないものとは，全く患者背景が違

うものであり，同じ治療戦略ではいけない。よって

われわれは両者を別の治療戦略・術式に分けて対応

した。骨粗鬆症のものは骨そのものが脆弱であり，

概して患者は高齢であるため，治療の安全域も狭

い。よって低侵襲かつ短時間の麻酔時間で終えるこ

とが可能な術式選択をまず選ぶべきと考え vertebro-

plastyの選択とした。その適応とならないものは，

手術室スタッフ，麻酔医とも協力して手術・麻酔時

間をできるだけ短縮するような努力を行いつつ，迅

速に的確な手術を心がけた。周術期の全身管理も念

入りな細かい配慮が必要なことはいうまでもない。

逆に骨粗鬆症でない脊椎損傷症例では，糖尿病や

透析等の基礎疾患を有するものでない限り，通常受

傷以前の全身状態は良好であり，骨条件もいいもの

である。受傷後の全身状態が許せば，先述した種市

が述べる理由で，できる限り即日に除圧固定を行う

方針とした。固定を要する場合においても，骨条件

がいいため，椎弓根スクリュー等のアンカーの設置

固定性も安定している。そのため多くのアンカー設

置をする必要はなく，症例によっては固定範囲の選

択も two-above-two-below（罹患椎体の頭側 2 椎体

と尾側 2 椎体間固定）から one-above-one below（罹

患椎体の頭側 1 椎体と尾側 1 椎体間固定）へと固定

範囲の縮小化も可能となる。場合によっては骨折椎

体の骨癒合が得られれば implantの抜去も考慮す

る。つまり年齢を含めた患者背景も考慮した術式選

択が要求される。

胸腰椎損傷においては胸部や腹部の合併臓器損傷

の有無により到達法が制限されることもある。胸腰

椎破裂骨折新鮮例において前方の圧迫因子（骨片）を

直接除去せず，間接的除圧を行う方法も選択可能で

ある。具体的には後方から instrumentationを利用

し，損傷椎間に伸延力を加え後弯矯正と主に後縦靭

帯による ligamentotaxisを応用して脊柱管内陥入骨

片の整復を行うものである（Fig.4-a,b,c）。

脊椎損傷は，variationも豊富で一概には，なかな

かまとめるのは困難である。しかし，手術手技その

ものの learning curveは決して険しくない。1 例 1

例，目の前の症例を脊椎専門医とともに経験してい

けば，やがてその治療 optionは広く獲得できるもの

と考える。

当然どの症例も十分な informed consentを得るこ

とは重要であり，短期の術後結果だけでなく長期成

績が重要なことはいうまでもない。

われわれの胸腰椎損傷における現在の治療方針を

報告した。今後も各症例ごとに慎重な経過観察を

行っていきたいと考える。
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Fig.4 Case 17: Fresh burst fracture at Th12.

Preoperative thoracolumbar lateral X-ray film (a) and sagit-
tal CT (b) showing the burst fracture of Th12 and compres-
sion factor (arrow).
Postoperative thoracolumbar sagittal CT (c) obtained one
year after surgery showing the minimamized compression
factor (arrow).
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Analysis of risk factor of unfavorable outcome
in patients with Diffuse Brain Injury

from clinical , CT and magnetic resonance
imaging findings

HIDEO ISHIZAKA, TADATERU GOTO, TAKAHIRO OSADA

HIDEKI SHIRAMIZU, MASAYOSHI SHIBATA, MITSUNORI MATSUMAE

Tokai University Oiso Hospital

We performed a statistical investigation of poor outcome
factors for diffuse brain injury using the state of consciousness,
age, gender, pupil abnormality, CT, and MRI findings upon
arrival of diffuse brain injury patients to the hospital.
We studied 93 diffuse brain injury patients but excluded

those with multiple trauma of AIS 3 or above, those who tested
positive for alcohol at the time of arrival at the hospital, and
those who also exhibited a focal brain injury.
Based on clinical findings made at the time patients arrived at

the hospital, being older than 65 years of age, GCS 7 and below,
and having abnormal light reflexes were poor outcome factors.
Regarding CT findings, being unable to see the suprasellar
cistern, poor visualization of the ambient cistern, and SAH on
the brain surface were poor outcome factors.  Regarding MRI
findings, the presence of basal ganglia injury and brainstem
injury were poor outcome factors.  Based on a stepwise logistic
regression analysis of all poor outcome factors, it was revealed
that being older than 65 years of age, having light reflex abnor-
malities, and the existence of brainstem injuries are all poor
outcome factors, independent of each other.  In addition, regard-
ing injuries to the brain stem, midbrain injuries were the most
prevalent and lateral injuries of the midbrain was the most
prevalent poor outcome factor.  However, in cases of injury to
the brainstem only, recovery was good.
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原　　著

Ⅰ───────────────はじめに─

Diffuse Brain Injury（DBI）の転帰判定には年齢，

意識状態（Glasgow Coma Scale: GCS,  Japan Coma

Scale: JCS），神経所見や頭蓋内圧，内頸静脈酸素飽

和度などが用いられてきた。その後，画像診断とし

ての Traumatic Coma Data Bank（TCDB）分類が追加

され転帰判定が行われてきたが，これらだけでは実

際の DBI患者の転帰を予測することは難しい。そこ

で CTよりもより病変描出能力の優れているMRI所

見を加え DBI患者における転帰不良因子について統

計学的に検討したので文献的考察を加え報告する。

Ⅱ──────────────対象・方法─

当院の外傷データバンクに登録されている瀰漫性

神経外傷 Vol.33 2010
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脳損傷患者のうちMRI検査まで行われている患者

93 人を対象とした。入院時アルコール検査が陽性，

AIS 3 以上の多発外傷患者，局所性脳損傷合併例は

除外した。対象の来院時の年齢は 1 歳から 80 歳で

平均は 30 歳であり，意識レベルは GCS 3〜15 点で

平均は 7 点であった。

これらの患者について来院時所見として年齢，性

別，来院時意識レベル（GCS: Glasgow Coma Scale），

瞳孔異常，対光反射異常の有無，CT所見として脳

幹周囲のくも膜下出血の有無，脳幹周囲槽の描出の

有無，Midline shift，基底核病変，皮質病変，外傷

性くも膜下出血について，MRIでは脳梁損傷，基底

核損傷，脳幹損傷，皮髄境界損傷，白質損傷の有無

について統計学的に転帰不良因子を検討した。転帰

判定は受傷後 6 ヵ月時点において Glasgow Outcome

Scale（GOS）で評価しGood Recovery（GR），Moderate

Disability（MD）を転帰良好，Severe Disability（SD），

Persistent Vegetative State（PVS），Deadを転帰不良

とした。

転帰に関連する因子を来院時所見，CT 所見，

MRI所見に分けて χ2 乗検定を用いて転帰不良因子

を抽出し，さらにロジスティク回帰分析で変数増加

法を用い対象群における独立した転帰不良因子を明

らかとした。なお，統計学的解析には SPSS 15.0J for

Windowsを用い，P<0.05 を有意差ありと判定した。

Ⅲ───────────────結　　果─

1．来院時所見

年齢，性別，来院時意識レベル（GCS: Glasgow

Coma Scale）瞳孔異常，対光反射異常のうち，転帰

に関連していた因子は年齢 65 歳以上（P=0.024），

GCS 7 以下（P=0.007），対光反射異常（P=0.003）で

あった（Table 1）。

2．CT 所見

CT 所見のうち鞍上槽の描出が不良なもの（P=

0.005）と迂回槽の描出が不良なもの（P=0.002），脳

表の外傷性くも膜下出血が認められるもの（P=0.042）

が転帰不良因子であった（Table 2）。

3．MRI 所見

MRI 所 見では基 底 核 病 変を有するもの（P=

0.002），脳幹損傷を認めるもの（P=0.0001）が転帰不

良因子であった（Table 3）。

これらの有意差が認められた転帰不良因子につい

てロジスティク回帰分析を行った結果，年齢 65 歳

以上（P=0.025），対光反射の消失（P=0.011），脳幹損

傷（P=0.0001）が独立した転帰不良因子であることが

明らかとなった（Table 4）。
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Table 1 Clinical features and outcome of diffuse brain injury

Good Outcome
（GOS : GR, MD）

Poor Outcome
（GOS : SD, PVS, D） P value

Gender Male
Female

50
15

22
6 NS

Age 65�<
65≧

63
2

23
5 0.024

GCS 7≦
8≧

39
26

25
3 0.007

Dilated pupil both and or one side ≧�4�mm Present
Absent

24
41

14
14 NS

Reactivity of light reflex Present
Absent

55
9

15
12 0.003

NS:�not�significant,�GOS:�Glasgow�outcome�scale,�GR:�good�recovery,�MD:�moderate�disability,�SD:�severe�disability,
PVS:�persistent�vegetative�state,�D:�death
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Table 2 Initial CT findings and outcome of diffuse brain injury

Good Outcome
（GOS : GR, MD）

Poor Outcome
（GOS : SD, PVS, D） P value

SAH�around�the�brainstem Present
Absent

17
48

10
18 NS

Visibility�of�suprasellar�cistern Visible
Non visible

57
8

17
11 0.005

Visibility�of�ambient�cistern Visible
Non visible

60
5

18
10 0.002

Degree�of�midline�shift ≧�5�mm Present
Absent

24
41

12
16 NS

Basal�ganglia�lesion Present
Absent

3
62

2
26 NS

Cortical�lesion Present
Absent

17
48

9
19 NS

SAH�on�the�brain�surface Present
Absent

22
43

16
12 0.042

Hemorrhagic�lesion�in�the�ventricle Present
Absent

8
57

6
22 NS

NS:�not�significant,�SAH:�subarachnoid�hemorrhage

Table 3 MRI findings and outcome of diffuse brain injury

Good Outcome
（GOS : GR, MD）

Poor Outcome
（GOS : SD, PVS, D） P value

Corpus�callosum�injury Present
Absent

34
31

19
9 NS

Basal�ganglia�injury Present
Absent

3
62

8
20 0.002

Brainstem�injury Present
Absent

7
58

17
11 0.0001

Gray-White�matter�injury Present
Absent

20
45

10
18 NS

White�matter�injury Present
Absent

10
55

9
19 NS

NS:�not�significant

Table 4 Logistic analysis of unfavorable outcome of patients with diffuse brain injury

P value Odds ration 95% CI
Age�65≧ 0.025 0.072 0.007�– 0.714
Light�reflex�absent 0.011 6.094 1.511�– 24.584
GCS�7≦ 0.316 2.225 0.465�– 10.638
Poor�patency�of�suprasellar�cistern 0.184 3.432 0.557�– 21.152
Poor�patency�of�ambient�cistern 0.373 2.428 0.344�– 17.120
SAH�on�the�brain�surface 0.177 0.354 0.078�– 1.600
Basal�ganglia�injury 0.508 1.881 0.290�– 12.186
Brainstem�injury 0.0001 10.179 2.624�– 39.480
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脳幹損傷についてさらに損傷部位，転帰について

検討したところ 93 人中 24 例に脳幹損傷が認めら

れ，中脳損傷 17 例（74%），橋損傷 6 例（22%），延

髄損傷 1 例（4%）であった。転帰との関係は中脳損

傷（P=0.0001），橋損傷（P=0.027）が転帰不良因子で

あった（Table 5）。さらに中脳損傷について受傷部位

と転帰について検討したところ，中脳背側病変 12

例（32%），中脳外側損傷 13 例（35%），中脳腹側病

変 8 例（22%），中脳中心病変 4 例（11%）であった

（Table 6）。転帰との関係では脳幹損傷はすべて転帰

不良因子であったが中脳腹側病変が最も強い転帰不

良因子であった。次に脳幹損傷と瀰漫性脳損傷によ

るテント上病変（外傷性くも膜下出血,脳梁損傷，基

底核損傷，脳幹損傷，皮髄境界損傷，白質損傷）と

の合併損傷の有無と転帰を検討したところ，テント

上病変を有する脳幹損傷は 21 例認められ，テント

上病変を有さない脳幹損傷は 3 例認められた。転帰

を検討したところ脳幹の単独損傷は有意差をもって

（P=0.011）予後が良好で，1 例は中脳の外側損傷，2

例が中脳の背側損傷であった（Table 7）。

Ⅳ───────────────考　　察─

今回の検討により年齢 65 歳以上，対光反射の消

失，脳幹損傷が瀰漫性脳損傷の転帰不良因子である

ことが明らかとなった。

1．年齢 65 歳以上

頭部外傷の転帰は加齢と共に悪くなるとの報告が

多くみられる。また一般的に高齢者の頭部外傷の場

合，急性硬膜下血腫，急性硬膜外血腫，脳挫傷と

いった局所性脳損傷が多いとされている 5,7）。小野

ら 6）により TCDB分類を用いて DBIと年齢による

転帰の関係について検討がなされているが，それに
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Table 5 Brainstem injury and outcome of diffuse brain injury

Good Outcome
（GOS : GR, MD）

Poor Outcome
（GOS : SD, PVS, D） P value

Midbrain�injury Present
Absent

7
58

13
15 0.0001

Pons�injury Present
Absent

1
64

4
24 0.027

Medulla�injury Present
Absent

0
65

1
27 NS

NS:�not�significant

Table 7 Outcome of diffuse brain injury with supratentorial injuries

Good Outcome
（GOS : GR, MD）

Poor Outcome
（GOS : SD, PVS, D） P value

Brain�stem�injury�with�supratentorial�injury Present
Absent

0
2

21
1 0.01

Table 6 Midbrain injury and outcome of diffuse brain injury

Number of Patients P value
Midbrain�dorsal�injury 12 0.02
Midbrain�lateral�injury 13 0.001
Midbrain�ventral�injury 8 0.0001
Midbrain�central�injury 4 0.002
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よると高齢になるにつれ，転帰良好な症例が減少し

ており，DBIにおいても高齢者の転帰は不良となる

と報告している。今回のわれわれの検討においても

同様で 65 歳以上は転帰不良因子であることが明ら

かとなった。原因としては高齢になるにつれ，脳組

織硬化，脳水分量の減少，髄液腔の拡大があり，外

力により脳損傷が起こりやすいことと，脳血管の脆

弱性など脳自体の要因と，全身の臓器の潜在的機能

障害，易感染性などの全身的要因により高齢者では

転帰が不良になるものと考えられた 2）。

2．対光反射消失

対光反射は動眼神経損傷を意味するが損傷の原因

としては中脳の損傷によるものと，動眼神経が走行

中の脳槽内で損傷したものの 2 つが考えられる。今

回の検討においても，対光反射の消失は転帰不良因

子であることがわかったが，対光反射の消失が認め

られたにもかかわらず転帰が良好であった症例は 9

例認められた。その全例ともMRI上脳幹の損傷は

認められていなかった。つまり中脳の損傷による対

光反射の消失は転帰不良因子であるが，中脳損傷を

伴わない，対光反射消失の場合には転帰に影響は及

ぼさないと考えられた。

3．脳幹損傷

DBIは Holbournのゼラチンモデルで回転加速度

を加えた実験において shearing forceは皮質下で最

大であったと報告されている 4,12）。軽度の DBIの場

合には白質のみの病変が主体で，外力が強くなるに

つれ，脳室上衣下や脳梁部へと広がりさらに強大な

外力が加わった場合には脳幹にも損傷が及ぶと考え

られている。そのため DBIにおいて脳幹損傷を伴っ

た場合の転帰は不良であり，また脳幹の単独損傷は

稀であるとされてきた。今回のわれわれの検討にお

いても脳幹損傷は DBIの転帰不良因子であり，脳

幹損傷を認めた 24 例のうち 21 例が皮髄境界病変，

脳梁病変などのテント上病変も認めていた。しかし

近年MRIによる検査が一般に行われるようになり，

転帰が良好な脳幹損傷の報告がみられるようになっ

てきた 3,8,9,13）。このような脳幹損傷はテント切痕と

脳幹の解剖学的構造により生じると考えられてい

る。テント切痕が原因と考えられる脳幹損傷の機序

の 1 つは狭くなったこの部分に shearing strainが集

中することのより，小動静脈が破綻しその支配領域

の脳幹が損傷する場合である 10,13）。このような場合

には損傷部位の近傍に局所性くも膜下出血を伴って

いることが多いと報告されており，テント切痕によ

る直接の損傷ではなく小動静脈の損傷による 2 次性

の脳幹損傷と考えられる。もう 1 つはテント切痕縁

に直接脳幹が衝突することにより損傷する場合が考

えられている 8,9,11）。

テント切痕による脳幹損傷は外力と同側の解剖学

的に脳幹とテント間が最短となっている大脳脚から

中脳外側部に好発するとされている 11）。また DBI

における脳幹損傷は中脳背外側に好発するとされて

おり 1），両者が混同されていると考えられる。今回

のわれわれの検討においてもテント上病変を伴わな

い脳幹損傷の症例は 3 例認められ，2 例が転帰良好

であり，1 例が転帰不良であった。転帰が良好で

あった 2 例において，1 例は中脳背側病変であり，

もう 1 例は中脳外側病変であった。解剖学的にテン

ト切痕縁と中脳背側では距離が離れており，直接損

傷は考えにくく，つまり背側病変は DBIにより生

じ，中脳外側病変はテント切痕縁による直接損傷が

原因と考えられた。

Ⅴ───────────────結　　論─

DBIの転帰不良因子について検討した。

1） 年齢 65 歳以上

2） 対光反射の消失

3） 脳幹損傷

が統計学的に転帰不良因子であることが明らかと

なった。

脳幹損傷については中脳損傷が最も多く，損傷部

位としては背外側病変が多く認められた。ただし中
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脳の単独損傷の場合には DBIによるもの以外にテ

ント切痕縁による直接損傷の場合も存在することが

あり，DBIとは区別して検討する必要があると考え

られた。
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Anterior part of callosal diffuse axonal lesion
induces worse one year out-come
in the patients with diffuse injuries

HIDETOSHI MATSUKAWA1, MASAKI SHINODA1, MOTOHARU FUJII1

OSAMU TAKAHASHI2, DAISUKE YAMAMOTO1

ATSUSHI MURAKATA1, RYOICHI ISHIKAWA1

Departments of 1Neurosurgery and 2Internal Medicine,
St Luke's International Hospital

Object : Previous studies have shown a relationship between
lesions and clinical outcome among patients with diffuse axonal
injury.  However, there have been a few numbers of data about
insulted anatomical points of corpus callosum.  The aim of this
study is to know the clinical characteristics and outcome were
affected by the type of lesion of the corpus callosum in patients
with diffuse axonal injury.
Methods: A retrospective, single-institution study involving

37 Japanese patients with diffuse axonal injury among 304
patients with blunt head trauma was conducted between July
2003 and May 2009.  Bivariate analyses were performed to
evaluate clinical characteristics and outcome according to each
type of lesion of the corpus callosum in patients with diffuse
axonal injury.
Results : Among the 37 patients with diffuse axonal injury, 19

had corpus callosum injury.  Patients with lesion of corpus
callosum had a lower one-year extended Glasgow outcome
scale in patients with diffuse axonal injury.  There were five,
seven, and seven patients, with lesions of genu, body, and
splenium of the corpus callosum, respectively.  Patients with
lesion of the genu were significantly older, and had a lower
one-year extended Glasgow outcome scale in patients with
corpus callosum injury (P<0.05) by bivariate analysis.
Conclusions: Lesion of the genu of the corpus callosum may

be related to poor 1-year clinical outcome in patients with
diffuse axonal injury.
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原　　著

Ⅰ───────────────はじめに─

鈍的頭部外傷の分類として局所性損傷とびまん性

損傷がある 2）。神経病理やMRIに基づき，びまん

性軸索損傷（Diffuse axonal injury: DAI）は脳白質性

病変，脳梁病変，そして脳幹病変の 3 病変に分類さ

れる 1,8）。瀰漫性軸索損傷の重症度にはさまざまな

要因が関係しているとされが，明らかにはされてい

ない 3,16）。脳梁は両側大脳半球を結合する主な交通

路であり，2 億本の軸索を有する最大の白質交連繊

維である。脳梁は主に膝部（両側前頭前野を結ぶ神

経線維が通過），体部（運動皮質，体性感覚野，聴覚
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野の神経線維が通過），膨大部（側頭葉，頭頂葉，後

頭葉の神経線維が通過）の 3 つに分類される 22）。脳

梁膝部は軽度の頭部外傷でも損傷されやすいとする

報告があるが 17），脳梁後方領域が損傷されやすいと

する報告もあり 3,8,9,15），脳梁部位毎の外傷に対する

脆弱性，転帰との関連の詳細は確立されていない。

本研究は瀰漫性軸索損傷患者において，脳梁病変

の部位と受傷 1 年後の転帰との関連を調べることを

目的とする。

Ⅱ──────────────対象・方法─

2004 年 6 月から 2009 年 6 月までの間に聖路加国

際病院救急外来を受診した鈍的頭部外傷患者 720 人

のうち頭部MRIを施行された 304 名を検討した。入

院時のバイタルサイン，Glasgow coma scale（GCS），

瞳孔異常（不同，対光反射消失，両側散大），Revised

Trauma Score（RTS）6），Head Injury Severity Scale

（HISS）20），Injury Severity Score 4），身体所見，血

小板数，肝酵素（AST，ALT），凝固系（APTT・INR），

Stress Index（血清グルコース／血清カリウム）12），既

往歴，内服薬を検討した。頭部外傷の受傷部位は皮

下血腫，骨折部位，装着時にはヘルメットの損傷部

位，受傷時の目撃者，患者本人の証言により決定し

た。

合併損傷により穿頭・開頭血腫除去術を施行した。

受傷 4 週間以内に脳波検査，2 週間以内に脳MRI

（1.5 T Signa Exice or Intera〔GE Medical Systems,

Milwaukee, Wis or Philips, New York, NY〕）を施行

した。MRIは T2 強調矢状像，T2*軸位像／矢状像，

FLAIR矢状像を使用した。DAIはMRIにて大脳／

小脳白質病変，脳梁病変，脳幹病変（両側背側部と

し，それ以外は挫傷性変化とみなした）の 3 病変 8）に

分類した。脳梁病変は解剖学的に，膝部，体部，膨

大部の 3 部位に分類した。転帰は受傷 1 年後に電話

でのインタビューあるいは外来受診の際に extended

Glasgow outcome scale（E-GOS）21）にて評価した。

統計学的評価は JMP 8.0（SAS Inc. Cary. NC. USA）

を使用し単変量解析（Wilcoxon's rank test, Van der

Waerden test, and Fisher's exact two-tailed test）にて

頭部外傷受傷 1 年後の予後に影響を与える項目に関

して比較検討した。

Ⅲ───────────────結　　果─

304 名のうち 38 名の患者が瀰漫性軸索損傷と診断

された。なお，複数領域にまたがる瀰漫性軸索損傷

は認めなかった。30 名のうち 1 名は慢性的な薬物中

毒患者であり，今回の検討からは除外した。以上よ

り最終的に 37 名を対象とした。

瀰漫性軸索損傷患者 37 人の臨床的特徴を Table 1

に示す。基本的特徴，受傷部位，受傷機転，画像所

見，stress index，開頭血腫除去術施行の割合，皮下

血腫の割合は瀰漫性軸索損傷の部位によって有意な

差は認めなかった。白質病変を有する患者におい

て，有意に瞳孔異常・脳波異常の割合，ISSが低く,

受傷 1 年後 E-GOSが低かった。

脳梁病変を有する患者の臨床的特徴の検討（Table

2）では，脳梁膝部病変を有する症例群で年齢・前頭

部打撲の割合が高く，受傷 1 年後の E-GOSが有意

に高かった。脳梁体部病変を有する患者では来院時

の GCSが有意に高く，HISSが有意に低かった。そ

の他の項目では脳梁損傷の部位毎の差は認めなかっ

た。

血小板数，肝酵素，凝固系因子に関しては有意な

差はいずれの検討においても認めなかった（データ

は示していない）。さらに，抗血栓薬内服中の患者，

転帰に影響を与えるような疾患に罹患中の患者は認

めなかった。

Ⅳ───────────────考　　察─

左右の大脳半球の交通，特に前頭前野，前頭葉前

部の交通繊維は脳梁膝部で多く，後頭葉，傍海馬領

域の交通繊維は膨大部で多いとされている 19）。一

方，膝部白質の統合性が高齢者における歩行の指標
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variables total lobar white matter CC brainstem
（n=37） （n=16） （n=19） （n=2）

baseline characteristics
mean�age�in�yrs�（SD） 46�（19） 47�（21） 44�（19） 55�（1.4）
male 29�（78） 13�（77） 14�（78） 2�（100）
mean�GCS�（SD） 11�（4.0） 12�（3） 10�（4） 6�（3）
mean�SBP�in�mmHg�（SD） 137�（33） 131�（36） 138�（31） 164�（5.7）
mean�DBP�in�mmHg�（SD） 76�（17） 77�（16） 73�（17） 90�（0）
mean�RTS�（SD） 6.7�（1.3） 7.1�（0.9） 6.6�（1.4） 4.7�（1.7）
mean�HISS�（SD） 2.9�（1.1） 2.6�（0.99） 3.1�（1.2） 4.5�（0.7）
mean�ISS�（SD） 20�（9.0） 17�（2.1）† 23�（2.0） 27�（0.7）

physical examination
pupil�abnormality 6�（16） 0‡ 5�（28） 1�（50）
subcutaneous�hematoma 32�（86） 15�（88） 15�（83） 2�（100）

injury site of head
frontal 7�（19） 3�（18） 4�（22） 0
temporal 3�（8） 1�（6） 2�（11） 0
occipital 7�（19） 4�（24） 3�（17） 0
parietal 13�（35） 6�（35） 5�（28） 2�（100）

mechanism of injury
traffic�accident 22�（59） 9�（53） 13�（72） 0
fall�injury 15�（41） 8�（47） 5�（28） 2�（100）

radiological findings
skull�fracture 24�（65） 13�（76） 10�（56） 1�（50）
contusion�cerebri 21�（57） 8�（47） 12�（67） 1�（50）
SAH�on�CT 25�（68） 12�（71） 13�（72） 0�（0）
AEDH�on�CT 7�（19） 5�（29） 1�（5.5） 1�（50）
ASDH�on�CT 10�（27） 3�（18） 7�（39） 0
intraventricular�bleeding 5�（14） 1�（5.9） 3�（17） 1�（50）
contusion�on�MRI�alone 31�（84） 4�（24） 5�（28） 1�（50）

EEG abnormality （N=24） 19�（79） 8�（62）‡ 9�（100） 2�（100）
Extended Glasgow outcome scale

1�year�（SD） 6.3�（1.9） 7.1�（1.3）† 5.6�（1.9）† 4.5�（3.5）
mean stress index （SD） 43�（16） 39�（7.2） 44�（18） 62�（21）
hematoma evacuation 5�（14） 2�（12） 3�（17） 0

Table 1 Clinical characteristics of 37 patients with DAI*

*Data�expressed�as�number�of�patients�(%)�unless�otherwise�indicated.�
†:�Variables�are statistically�significant�by�Van�der�Waerden's�test.�
‡:�Variables�are�statistically�significant�by�Fisher's�exact�test.
Abbreviations:�DAI,�diffuse�axonal�injury;�CC,�corpus�callosum�injury;�SD,�standard�deviation;�GCS,�Glasgow�Coma�Scale;�SBP,�systolic�blood
pressure;�DBP,�diastolic�blood�pressure;�RTS,�revised�trauma�score;�HISS,�head�injury�severity�scale;�ISS,�injury�severity�score;�CT,�computed
tomography;�SAH,�subarachnoid�hemorrhage;�AEDH,�acute�epidural�hematoma;�ASDH,�acute�subdural�hematoma;�MRI,�magnetic�reso-
nance�imaging;�EEG,�electroencephalogram.
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Table 2 Clinical characteristics of patients with corpus callosum insults*

variables total genu body splenium
（n=19） （n=5） （n=7） （n=7）

baseline characteristics
mean�age�in�yrs�（SD） 44�（19） 61�（9.3）† 42�（23） 32�（13）
male 15�（79） 4�（80） 5�（71） 6�（86）
mean�GCS�（SD） 10�（4.3） 10�（4.4） 12�（4.5）† 8�（3.2）
mean�SBP�in�mmHg�（SD） 138�（29） 156�（13） 129�（31） 134�（34）
mean�DBP�in�mmHg�（SD） 73�（17） 84�（8.6） 67�（19） 72�（17）
mean�RTS�（SD） 6.5�（1.5） 6.7�（1.5） 7.1�（1.7） 6.0�（1.4）
mean�HISS�（SD） 3.1�（1.1） 3.2�（1.1） 2.4�（1.3）* 3.7�（0.76）

physical examination
pupil�abnormality 5�（26） 1�（20） 2�（29） 2�（33）
subcutaneous�hematoma 16�（84） 5�（100） 4�（57） 7�（100）

injury site of head
frontal 4�（21） 3�（60）‡ 1�（14） 0
temporal 2�（11） 1�（20） 0 1�（14）
occipital 3�（16） 1�（20） 2�（29） 0
parietal 6�（32） 0 3�（43） 3�（43）

mechanism of injury
traffic�accident 13�（68） 2�（40） 6�（86） 5�（71）
fall�injury 6�（32） 3�（60） 1�（14） 2�（29）

radiological findings
Skull�fracture 11�（58） 3�（60） 2�（29） 6�（86）
contusion�cerebri 12�（63） 4�（80） 4�（57） 4�（57）
SAH�on�CT 14�（74） 3�（60） 5�（71） 6�（86）
AEDH�on�CT 2�（11） 0 0 2�（29）
ASDH�on�CT 7�（37） 4�（80） 1�（14） 2�（29）
intraventricular�bleeding 3�（16） 1�（20） 2�（29） 0
contusion�on�MRI�alone 6�（32） 1�（20） 2�（29） 3�（43）
bilateral�lesion 13�（68） 4�（80） 4�（57） 5�（71）

EEG abnormality （N=10） 10�（100） 3�（100） 3�（100） 4�（100）
mean stress index （SD） 44�（18） 41�（10） 41�（9.7） 49�（27）
hematoma evacuation 5�（14） 2�（12） 3�（17） 0
Extended Glasgow Outcome Scale

1�year 5.7�（1.9） 4.2�（2.0）† 6.6�（1.9） 6.0�（1.4）
*Data�expressed�as�number�of�patients�(%)�unless�otherwise�indicated.�
†:�Variables�are statistically�significant�by�Van�der�Waerden's�test.�
‡:�Variables�are�statistically�significant�by�Fisher's�exact�test.
Abbreviations:�DAI,�diffuse�axonal�injury;�CC,�corpus�callosum�injury;�SD,�standard�deviation;�GCS,�Glasgow�Coma�Scale;�SBP,�systolic�blood
pressure;�DBP,�diastolic�blood�pressure;�RTS,�revised�trauma�score;�HISS,�head�injury�severity�scale;�ISS,�injury�severity�score;�CT,�computed
tomography;�SAH,�subarachnoid�hemorrhage;�AEDH,�acute�epidural�hematoma;�ASDH,�acute�subdural�hematoma;�MRI,�magnetic�reso-
nance�imaging;�EEG,�electroencephalogram.
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として重要であるとする報告があり 5,10,13），膝部・

体部吻側は左右の運動統合調節や視覚運動課題の遂

行に関与しているとする報告もある 14）。この臨床解

剖学的相互関係は，歩行・平衡感覚の保持に前頭葉

高次機能の統合が重要であるという概念から成り

立っている 11）。有効かつ安全な歩行，平衡感覚，そ

して運動性はさまざまなレベルの神経系と前頭葉高

次機能・認知機能との調節を要すると考えられてい

る。安全な歩行，平衡感覚，そして運動性へ悪影響

を与える膝部白質の障害は高次機能・言語・運動計画

に関連した前頭葉回路障害と関連するとされてい

る。脳梁体部や膨大部も歩行障害と関連している

が，膝部が最も歩行障害と関連するとされ，脳梁線

維の中では，膝部が特に全般性認知機能と関連して

いるとの報告も認められる 18,24,25）。また，血管性痴

呆と脳梁前半部の軸索密度の低下との関連を指摘し

ている報告もある 23）。このように脳梁の中でも膝部

は日常生活を送る上でさまざまな重要な役割を担っ

ていると考えられる。本研究では，膝部病変を有す

る患者は体部病変または膨大部病変を有する患者に

比し高齢であった。頭部外傷において，一般的に高

齢は予後不良とされている。膝部病変・高齢である

ことの両者が予後不良をもたらしている可能性があ

る。以上より，脳梁膝部病変を有している患者では

頭部外傷 1 年後の転帰が不良となると考えられる。

しかし本研究の問題点として，① 受傷早期での死亡

例，軽症例においてはMRIを全例で施行できてお

らず，対象より漏れてしまっていること，② 白質病

変検出に優れる diffuse tensor imaging 7）を施行して

いないこと。③ 症例数が少ないこと，などが挙げら

れ，症例数を増やし，今後さらなる検討を行ってい

く所存である。

Ⅴ───────────────結　　語─

脳梁損傷患者において，膝部病変は受傷 1 年後の

転帰不良因子となる可能性がある。
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Congenital defects of atlantal arch:
A report of eight cases

YOSUKE TAJIMA1, KEN SUGIYAMA2, KOSUKE MASUDA2

SATOSHI ISHIGE2, TOSHIHIRO YAMAUCHI2, AKIHIRO MIYATA2

HIROSHI NAKAMURA2, SHIGEKI KOBAYASHI2, NAOKATSU SAEKI1

1Department of Neurosurgery, Chiba University School of Medicine
2Department of Neurosurgery, Chiba Emergency Medical Center

Background and Purpose : Atlantal arch defects are rare.  The
purpose of this paper is to investigate the incidence and clinical
implications of these, using Cervical CT with traumatic patients.
Methods: A retrospective review of 1,534 cervical spine

computed tomography (CT) scans was performed to identify
patients with atlantal arch defects.  Posterior arch defects of
the atlas were grouped in accordance with the classification of
Currarino et al.
Results : Posterior arch defects were found in 7 (7/1534,

0.44%) and anterior arch defects were found in 2 (2/1534,
0.13%) of the 1,534 patients.  The type A posterior arch defect
was found in 5 patients and the type B posterior arch defect
was found in 2 patients.  No type C, D, or E defects were
observed.  One patient with a type B posterior arch defect had
an anterior atlantal-arch midline cleft.  Associated cervical spine
anomaly was not observed in our cases.  None of the reviewed
patients had neurological deficits because of atlantal arch
defects.
Conclusions: Most congenital anomalies of the atlantal arch

are found incidentally during investigation of neck mass, neck
pain, radiculopathy, and after trauma.  Almost cases of atlantal
arch defects are not need to operate.  But it is important to note
some cases require surgical treatment.
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原　　著

Ⅰ───────────────はじめに─

環椎の形成不全はきわめて稀である。発生学的解

剖学的には明らかにされていない部分も多い。これ

まで，画像診断や屍体を用いた研究が報告されてい

るが，脳神経外科臨床での重要性については明確で

はない。本報告では，外傷例の頸椎 CTのデータを

基に，その頻度および神経外傷臨床応用への問題点

について考察する。

Ⅱ──────────────対象・方法─

千葉県救急医療センター外傷データベースを用い

た。後ろ向き調査期間は，2004 年 1 月 1 日から

2008 年 12 月 31 日である。登録 1,723 例中，AIS 3 以

上で，受傷急性期に頸椎 CTが施行され読影評価可

能であった 1,534 例を対象とした。

形成不全の分類は Currarinoの方法に準じた。即

ち，Type A：後弓正中部での癒合不全，Type B：

神経外傷 Vol.33 2010
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一側性欠損，Type C：両側性欠損で後弓の大部分は

形成される，Type D：後弓欠損，後結節は形成され

る，Type E：後弓および後結節の欠損である。

Ⅲ───────────────結　　果─

頸椎 CT 1,534 例中，環椎後弓形成不全は 7 例

（0.45%）に認めた。5 例は Type A，2 例は Type Bで

あり，Type C, D, Eは認めなかった。また，前弓形

成不全は 2 例（0.12%）に認め，1 例は後弓形成不全

Type Bとの合併例であった（Table 1）。

症例はすべて男性であり，受傷起点はすべて墜落

であった。ISSは 9〜34 であり，頭蓋内損傷を伴う

ことが多かった。

今回の後ろ向き研究では，環椎形成不全に伴う自

覚症状や神経所見は認めず，全例保存的加療を行っ

た。

代表症例の画像を表示する（Fig.2, Fig.3）。

Fig.2-A, B は症例 4 の頸椎 CTならびに 3DCTで，

環椎後弓の欠損を確認できる。後弓正中部の癒合不

全であり，Currarino分類の Type Aと診断した。

Fig.3 は症例 7 の頸椎 CTで，右側の環椎後弓と後

結節の欠損および前弓欠損を確認できる。Currarino

分類の Type Bと前弓欠損の合併例と診断した。

Ⅳ───────────────考　　察─

環椎形成不全は成人剖検例の約 4%にみられる稀

な先天異常である 4）。環椎の骨化は胎生 2 ヵ月に外

側塊に一対の骨化核が生じることに始まり，骨化は

後方に進行し後弓を形成する 1）。解剖学的検討，手

術所見の記載によると後弓の骨欠損部に軟骨組織は

存在しておらず，環椎の軟骨化または間葉系の分化

が生じる胎生期のごく早い時期の分化異常が発症原

因と考えられている 7）。家族歴のある症例も報告が

あるが 2,6），どの程度関与しているかは不明である。

環椎形成不全の診断のきっかけは，屍体解剖，頸部

神経外傷 Vol.33 2010

Table 1 Summary of 7 cases of arch defects of the atlas

ISS :� injury�severity�score,�DBI :�diffuse�brain� injury, ASDH:�acute
subdural� hematoma,� AEDH:� acute� epidural� hematoma,� t-SAH:
traumatic�subarachnoid�hemorrhage

環椎形成不全　8 例
症例 性別 年齢 ISS 損傷形態 分類
1 M 21 34 DBI A
2 M 56 26 skull�base�fracture,�ASDH A
3 M 47 25 AEDH A
4 M 18 27 t-SAH A
5 M 2 16 t-SAH A
6 M 32 14 skull�base�fracture B
7 M 32 9 lung�contusion B＋前弓
8 M 67 18 brain�stem�contusion 前弓

Fig.1 Classification of posterior arch defects of the atlas.

A: Failure of posterior midline fusion of the two hemiarches.
Sometimes a small separate ossicle is seen within the gap.
B: Unilateral cleft, ranging from a small gap to a complete
absence of the hemiarch and posterior tubercle.  C: Bilateral
clefts of the lateral aspects of the arches with preservation
of the most dorsal part of the arch.  D: Complete absence of
the posterior arch with a persistent isolated tubercle.  E:
Absence of the entire posterior arch including the tubercle.
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痛，頭痛を主訴に受診された際のルーチン検査 2,12），

転落，交通事故後のルーチン検査 2,14），喉頭蓋炎，

扁桃のサイズ評価 2），上肢浮腫の精査 10）など様々で

ある。軽度の四肢麻痺をきっかけに診断されること

もある 13）。

Currarinoらは 7 例の自験例と過去の報告を検討

して環椎後弓欠損を 5 型に分類した 2）。Type Aは

後弓正中部での癒合不全，Type Bは一側性欠損，

Type Cは両側性欠損で後弓の大部分は形成される

もの，Type Dは後弓は欠損しているが後結節は形

成されるもの，Type Eは後弓および後結節が欠損し

ているもの定義している（Fig.1）。頻度に関しては

様々な報告があるが，1,000 例以上を対象としてい

る報告は過去に 3 つある。Geipelらは，1,613 の解

剖例の内 4%に環椎の形成不全を認め，その内 97%

が Type Aであったと報告している 4）。Senogluら

は，1,104 の CTでの偶発確認例と 250 の解剖例の

計 1,354 例の環椎を調べたところ，40 例（2.95%）に

環椎の形成不全を認め，その内 32 例（2.36%）が

Type Aであったと報告している 13）。Kwonらは，

1,153 例の CTでの偶発確認例の内 11 例（0.95%）に

形成不全を認め，その内 9 例が Type A，2 例が Type

B，前弓欠損を 1 例に認めたと報告している 7）。症

例報告も含めまとめると，Type Aの頻度は 2〜4%

であり，Type B〜E の頻度は極めて稀である。

Currarinoらは 0.69%，Senogluらは 0.59%と報告し

ている 2,13）。前弓形成不全の頻度は後弓形成不全よ

り更に稀であり，0.1%程度とする報告が多い 2,13）。

自験例では後弓形成不全は 0.45%，前弓形成不全は

0.12%であり，過去の報告と比較すると後弓形成不

全の頻度が少ないという結果であった。同じ東洋系

の Kwonらの報告も他の 2 つより頻度は少なく 7），

人種間で頻度に差がある可能性はあると思われる。

臨床上重要なことは，環椎後弓欠損症例の中で神

経症状を伴っている，あるいは将来的に神経症状を

伴う可能性のある症例を正確に把握することであ

る。Currarinoらは臨床症状においても分類分けを

している 2）（Table 2）。Group 1 は無症状，Group 2
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Fig.2 Computed tomography (CT) findings of type A
defect (patient 4).

A: An axial CT scan of the atlas revealing a posterior arch
cleft.  B: A three-dimensional reconstruction of CT demon-
strating a posterior arch cleft.

Fig.3 Computed tomography (CT) findings of type B
defect (patient 7).

Axial CT scans of the atlas showing a congenital defect of
the right posterior hemiarch and posterior tubercle and
anterior arch cleft.
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は頭頸部への外傷後に頸部痛，または頸部の張りを

認めるもの，Group 3 は軽度頸部外傷後に急性神経

症状を認めるもの，Group 4 は様々な神経症状を認

めるもの，Group 5 は頸部もしくは頸椎に起因する

症状を慢性的に認めるものと定義している。Group

1, 2 の症例は保存的加療の適応と考えられている。

Group 3, 4, 5 の症例は手術適応があると考えられて

おり，過去の報告では，Currarino分類 Type C, D, E

の症例が大半を占めている。特に Type C, Dの症例

では頸椎伸展時に後結節の骨片が前方に移動し，急

性神経症状をきたすことがあるので注意を要する 7）。

Sagiuchiらはあくびをした際に Lhermitte signを呈

した Type Dの症例を報告している 11）。これらの症

例は後結節を外科的に摘出することで良好な結果が

得られている。伊崎らは後結節骨片を伴うものにつ

いては機能撮影を行い骨片の移動を確認し，後屈時

に骨片が腹側に移動するようであればMRIで脊髄

の評価を行うべきと強調している 5）。また，Type E

の症例では，後弓欠損部の線維性組織が外傷時にギ

ロチンのように働き脊髄を圧迫したとの報告もあ

る 16）。

自験例では合併奇形を認めなかったが，Schulze

らは，Chiari奇形，Klippel-Feil症候群，ターナー

症候群，ダウン症候群と環椎後弓形成不全との相関

を報告している 12）。また，Martichらは，ダウン症

候群 38 例中 10 例（26.3%）に環椎後弓不全を認めた

と報告しており，若年者での環椎形成不全例はダウ

ン症候群を鑑別すべきと主張している 8）。

今回のシリーズでは，合併する身体他部位の損傷

が比較的重度であり，頸椎保護を行いつつ，治療を

開始継続する必要があった。全身状態が安定次第，

頸髄MRIを撮影し，後弓欠損部の線維性組織の発

達具合・脊髄圧迫所見の有無を確認すべきと思われ

る。また，自験例では認めていないが，Type C, D

の症例に対しては，頸椎前屈後屈機能撮影を行い骨

片の移動の有無を確認すべきである。Sharmaらは

機能撮影とMRIとの比較で，後結節の骨片に一致

している脊髄の信号輝度変化が生じる症例を報告し

ており，後屈時に骨片が腹側に移動するようであれ

ば頸髄MRIを撮影するべきである 14）。

症例数が少なく，手術適応に関しては一定の基準

は存在しない。環軸椎不安定性を認める場合には頸

椎後方固定術を行うべき 9），脊髄圧迫所見を認める

場合には，椎弓切除術および線維性組織の摘出術が

必要との意見や 7），後屈時に後結節が腹側に移動す

る場合には結節の除去を行うべきとの意見がある一

方で 16），保存的加療にて神経症状の進行を認めてい

ないという報告がある 14）。保存的加療を選択する場

合には厳重な経過観察が必要であり，神経症状が進

行する場合には手術を考慮すべきと考えられる。

Ⅴ───────────────結　　語─

1） 外傷データベースを用いて後ろ向き研究を行

い，環椎形成不全の頻度，臨床上の問題点につ

いて考察した。

2） 後弓欠損の頻度は 7 例（0.45%），前弓欠損は 2

例（0.12%）であった。

3） 臨床上問題となるのは，環椎後弓欠損症例の中

で神経症状を伴っている，あるいは可動性の後

結節を有する症例であり，それらの症例に対し

ては厳重な経過観察が必要である。神経症状が

進行する場合には積極的な手術を考慮すべきと

考えられた。
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Table 2 Clinical groups of Currarino

Group 1 asymptomatic

Group 2 neck�pain�or�stiffness�or�lower�back�pain�of�tran-
sient�nature�after�trauma�to�the�head�or�neck�

Group 3 overt�neurologic�symptoms�after�head�or�neck
trauma

Group 4 various�neurologic�problems�of�a�chronic�nature
before�the�discovery�of�the�C-1�anomaly

Group 5 chronic�symptoms�referable�to�the�neck�or
cervical�spine
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本研究の一部は第 33 回日本脳神経外傷学会（2010 年 3
月，東京）で発表した。
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Effectiveness of hinge decompressive
craniotomy for patients with
intracranial hypertension and

brain herniation
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Hinge craniotomy (HC) is a new technique of decompressive
surgery used in our facility for 16 patients from September
2008 to September 2009.  Two of the 16 patients were changed
to conventional decompressive craniectomy (DC) because intra -
cranial pressure (ICP) during operation was over 25 mmHg.
Both patients died after surgery and another patient died of
pneumonia.  Mean ICP of the remaining 13 patients was 13.2 ±
1.0 mmHg before craniotomy and significantly reduced to 5.1 ±
5.7 mmHg at the end of surgery (P<0.05).  Two of these 13 pa -
tients also received additional DC after HC because brain hernia-
tion worsened.  Therefore, 11 patients were successfully treated
with HC.  In contrast, 17 patients underwent DC from August
2007 to August 2008, but 5 of the 17 patients died after surgery.
Therefore, 12 patients were treated with DC.  Retrospective
review was conducted of 11 patients with HC and 12 patients
with DC.  Mean postoperative ICP was 6.4 ±  6.0 mmHg after
HC and 6.3 ± 6.1 mmHg after DC.  Postoperative improvement
in midline shift on computed tomography showed no statistical
difference.  Shunt surgery was carried out in 45.5% (5/11
patients) after HC and 58.3% (7/12) after DC, number of addi-
tional surgeries was 0.9 ± 0.9 times after HC and 1.75 ± 1.5 times
after DC, rate of intracranial infection was 0% (0/11) after HC
and 8.3% (1/12) after DC, and length of hospital stay was 58.9 ±
22.7 days after HC and 76.3 ± 39.1 days after DC (all lower after
HC but not significant).  Two patients showed skin necrosis
after HC and required additional debridement.  HC does not
require additional cranioplasty.  Postoperative ICP control and
improvement in midline shift were similar for HC and DC,
but HC tended to reduce postoperative intracranial infection,
need for additional surgery, and length of hospital stay.
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Ⅰ───────────────はじめに─

減圧開頭術は重症頭部外傷，広範囲脳梗塞，くも

膜下出血の脳腫脹などの病態に対して頭蓋内圧亢進

を改善させる，あるいは脳ヘルニアを回避する目的

で行われている。しかしながら頭蓋形成術に伴う感

染率が高く，発生率は使用するグラフトや報告にも

よるが 11〜25%とされており，その結果，腐骨除去

が必要となることが稀ならずある 2,5）。最近発表さ

れた報告では減圧開頭術後の頭蓋形成術に伴う合併

神経外傷 Vol.33 2010
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症率は 34%，再手術率は 26%と報告されている 2）。

また 頭 蓋 骨 が 欠 損 するための sinking skin flap

syndromeによって起こる 2 次的な意識障害や頭痛

の出現を認める場合もある 7）。当院では減圧開頭術

後の頭蓋形成術の場合，術後骨片は 100%エタノー

ル内に浸し，冷所保存し，頭蓋形成術前日にオート

クレーブした自家骨を使用している。やはり頭蓋形

成術に伴う感染や創離開があり，腐骨除去術を余儀

なくされることがある。

hinge craniotomy（以下 hinge 型減圧開頭術）は

2007 年以降に Schmidtらが報告したものをはじめ

とし，複数の報告がある 1,3,4,6）。この hinge型減圧開

頭術は，骨片を頭蓋に戻す際に，3 つのプレートを

用い，前頭部側のプレートのみを周辺骨に固定し，

残りの 2 つの側頭部，頭頂部のプレートは固定しな

い方法である。このようにすることにより，頭蓋内

圧亢進や脳ヘルニアの時には骨片が外側に開き減圧

効果を得ることができ，正常化すると自然に骨片が

本来あるべき解剖学的位置に戻るというものであ

る。したがって本方法では頭蓋形成術の必要はな

い。hinge型減圧開頭術は従来の骨片除去型減圧開

頭術に比べても遜色のない結果が得られるだけでな

く，骨片除去に伴う急激な頭蓋内圧の変化が少ない

ためむしろ合併症が少ないとの報告もされている 3）。

我々の施設ではこの hinge型減圧開頭術を 2008

年 9 月以降導入し，その有効性，注意すべき点，お

よび欠点などを経験したので報告する。

Ⅱ───────────────対 象─

hinge型減圧開頭術は当院では 2008 年 9 月以降に

導入したが，症例群は以降の 1 年間である 2009 年 9

月までの症例とした。これに対して骨片除去型減圧

開頭術群はそれ以前の 2007 年 8 月から 2008 年 8 月

までの 1 年間の症例とした。この 2 群で術後 ICP，

術後 CTでのmidline shift，shunt合併率，追加手術

回数，感染率，退院時 GOS，在院日数を比較検討

した。なお，hinge型減圧開頭術群では術中に ICP

センサーを留置し，開頭前より ICPの測定を開始

し，手術終了時までモニターした。そのほか骨片の

大きさ，頭蓋内圧に関係する PaCO2も測定した。

対象となった疾患は急性脳腫脹や頭蓋内圧亢進を

伴う頭部外傷，広範囲脳梗塞，くも膜下出血であ

る。なお後頭蓋窩病変で減圧開頭術を行う症例や両

側前頭開頭での減圧を行う症例は，手術手技上の問

題より hinge型減圧開頭術は行わず従来型の骨片除

去型減圧開頭術を行ったため今回の検討より除外し

た。

hinge型減圧開頭術を導入した 2008 年 9 月以降も

術者の判断により従来型の骨片除去型減圧開頭術を

行った症例が 9 例あったが，そのうち 8 例は術後の

ICPコントロールが不良であったり，血圧が維持で

きないなどの理由により術後早期に死亡した。これ

らの 9 症例は今回の比較検討より除外した。

hinge 型減圧開頭術の手術方法，術後管理，
中止事項について

当院で行う hinge型減圧開頭術の手術方法は，骨

片の大きさを直径 12 cm程度にすることを目標とし

ている。人工硬膜を用いた拡大硬膜形成術を行った

のち硬膜の骨縁および骨片への吊り上げ縫合を行う。

側頭筋はルーズに縫合するが側頭筋筋膜は縫合しな

いで，皮下組織，皮膚を縫合し手術を終了している。

術後管理では，多くの症例はプロポフォールもし

くはミダゾラムを使用したセデーションと，筋弛緩

剤であるベクロニウムを使用し，人工呼吸器下に

PaCO2が 35〜40 mmHgとなるようにコントロール

している。なお重症例では 35℃台の低体温療法やラ

ボナール療法を行う場合もある。

hinge型減圧開頭術の中止事項として，術中での

ICPが 25 mmHg以上を示す症例は従来型の骨片除

去型減圧開頭術に変更することとし，術後は ICPが

30 mmHg以上を示す症例や CTあるいは臨床的に

脳ヘルニア所見が悪化する症例に対しては追加で骨

片除去型減圧開頭術を行うこととしている。

神経外傷 Vol.33 2010
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Ⅲ───────────────結　　果─

1．症例群について

（1）hinge 型減圧開頭術群

hinge型減圧開頭術の適応となった症例は 16 例

あった。そのうち 2 例は術中 ICPが高く従来型の骨

片除去型減圧開頭術としたが，術後も ICPが高く死

亡，1 例は肺炎が原因で死亡した。残りの 13 例のう

ち 2 例では術後脳ヘルニア徴候が悪化したため後日

に追加で従来型の骨片除去型減圧術を行った。なお，

この 2 例の術中から術後にかけての ICPのコント

ロールはできていた。結果的に 11 例が hinge型減

圧開頭術で治療しえた（Table 1）。

（2）骨片除去型減圧開頭術群

骨片除去型減圧開頭術の適応となった症例は 17

例あったが，5 例は術後 ICPのコントロールが不良

あるいは血圧維持が困難などの理由により早期に死

亡した。よって骨片除去型減圧開頭術で治療しえた

症例は 12 例であった（Table 2）。

2．hinge 型減圧開頭術群での骨片の大きさ，
術中 PaCO2

hinge型減圧開頭術を行った 13 例での骨片の大き
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Table 1 Characteristics and outcomes of patients treated with hinge craniotomy from September 2008 to September
2009

Cause 年齢
（歳） 性別 CT finding 術前

GCS 初回手術とコメント 急性期での
追加手術

Shunt
手術

術後
頭蓋内感染

退院時
GOS

Trauma

67 M 左ASDH，左右前頭葉脳挫傷
後頭蓋窩ASDH，AEDH，小脳出血 10

左 ASDHに対する開頭血腫除去術＋
Hinge術，後頭蓋窩ASDH，AEDH，小脳
出血に対する開頭血腫除去術＋減圧開頭
術

なし あり なし VS

66 F 右ASDH，AEDH
右側頭葉脳挫傷 4 右開頭血腫除去術＋Hinge術 なし なし なし VS

60 M 右ASDH
右大脳半球広範囲脳梗塞 6t 右開頭血腫除去術＋Hinge術 なし あり なし VS

58 F 右ASDH 3 右開頭血腫除去術＋Hinge術 なし なし なし SD
64 F 左前頭葉，側頭葉脳挫傷，脳内出血 8 左開頭血腫除去術＋Hinge術 なし あり なし SD

60 M 左ASDH
左前頭葉，側頭葉脳挫傷，脳内出血 6 左開頭血腫除去術＋内減圧術＋Hinge術 なし あり なし SD

73 M 左ASDH
左前頭葉，側頭葉脳挫傷 12 左開頭血腫除去術＋内減圧術＋Hinge術 なし なし なし SD

Infarct

55 M 左 ICA閉塞
左MCA領域脳梗塞 9 Hinge術 なし なし なし SD

68 M 右 ICA閉塞
右MCA領域脳梗塞 13 Hinge術 骨片除去型

減圧開頭術 除外 なし SD

74 M 右MCA閉塞
右MCA領域脳梗塞 8 Hinge術 なし なし なし SD

74 M 右 ICA閉塞
右MCA領域脳梗塞 11 Hinge術 なし なし なし SD

SAH
60 F SAH（左MCA�AN破裂）

左側頭葉 ICH 4 左開頭クリッピング術＋左側頭葉内血腫
除去術＋Hinge術 なし あり なし SD

70 M SAHクリッピング術後左 MCA領域
のSpasmによる脳梗塞，急性脳腫脹 3 Hinge術 骨片除去型

減圧開頭術 除外 なし VS

Trauma
75 M 右ASDH

後頭蓋窩ASDH 6 右開頭血腫除去術＋減圧開頭術
→�ICP�controlが不良で術後早期に死亡 D

83 M 左右ASDH
左右前頭葉脳挫傷 9 左開頭血腫除去術＋内減圧術

→�ICP�controlが不良で術後早期に死亡 D

Infarct 84 F 右MCA領域脳梗塞（出血性梗塞）
左小脳半球脳梗塞 7 Hinge術

→�術後肺炎，呼吸不全にて死亡 D

CT:�computed�tomography,�ASDH:�acute�subdural�hematoma,�AEDH:�acute�epidural�hematoma,�ICA:�internal�carotid�artery,�MCA:�middle�cerebral
artery,�SAH:�subarachnoid�hemorrhage,�AN:�aneurysm,� ICH:� intracerebral�hemorrhage,� ICP :� intracranial�pressure,�GCS:�Glasgow�Coma�Scale,�GOS:
Glasgow�Outcome�Scale,�SD:�severely�disabled,�VS :�vegetative�state,�D :�death.
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さの平均は 12.3 cm ×  10.1 cm であった。術中の

PaCO2は開頭前が 34.5 ± 3.4 mmHg，手術終了時が

34.8 ± 3.1 mmHgであった。なお，後日に骨片除去

型減圧開頭術を追加で行った 2 例についてもこれら

の値に有意な差はなかった（Table 3）。

3．hinge 型減圧開頭術群での術中の ICP の推移

手術中の ICPは，開頭前の平均が 13.2 ± 1.0mmHg

であったのが，craniotomy後には 6.5 ± 5.4 mmHg

と有意に低下，また hinge型減圧術の手術終了時も

5.1 ± 5.7 mmHgと開頭前に比べ有意に低下してい

た（*p<0.05, **p<0.01 compared by paired t-test）。ま

た術後脳ヘルニア徴候が悪化し追加で骨片除去型減

圧開頭術を行った 2 例も手術中の ICPはよくコント

ロールされていた（Fig.1）。なお，このデータには術

中 ICPが高く骨片除去型減圧開頭術に変更した 2 例

は含まれていない。

4．術後 ICP の比較
【hinge型減圧開頭術群VS 骨片除去型減圧開頭術群】

hinge型減圧開頭術群と骨片除去型減圧開頭術群

で術後 ICPを比較すると，骨片除去型減圧開頭術群

でやや低下する傾向にあったが統計学的な有意な差

はなかった（compared by unpaired t-test）（Fig.2）。ま

た，術後追加で骨片除去型減圧開頭術を行った 2 例

についても ICPはコントロールされていた。
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Table 2 Characteristics and outcomes of patients treated with decompressive craniectomy from August 2007 to August
2008

Cause 年齢
（歳） 性別 CT finding 術前

GCS 初回手術とコメント 急性期での
追加手術

Shunt
手術

術後
頭蓋内感染

退院時
GOS

Trauma

26 M 右ASDH 3t 右開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術 なし なし なし GR

35 M 左ASDH，側頭葉脳挫傷 7 左開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術 なし あり なし SD

40 F 右ASDH 6t 右開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術 なし なし なし SD
65 F 左ASDH 5 左開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術 なし なし なし VS

52 M 右ASDH，AEDH
左ASDH 7t 両側開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術 なし あり なし VS

51 M 右ASDH 7 右開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術 なし あり なし SD

58 M 右AEDH 6 右開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術 なし なし なし SD

Infarct 75 F 右MCA閉塞
右MCA領域脳梗塞 13 骨片除去型減圧開頭術 なし なし なし SD

SAH

76 F SAH（左 IC-PC�AN破裂） 10 左開頭クリッピング術＋骨片除去型減圧開頭術 なし あり なし VS

52 F SAHクリッピング術後右ASDH 6 右開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術 なし あり あり VS

79 F SAH（右MCA�AN破裂）
右ASDH 4 右開頭クリッピング術＋骨片除去型減圧開頭術 なし あり なし VS

62 F SAH（左MCA�AN破裂） 8 右開頭クリッピング術＋骨片除去型減圧開頭術 なし あり なし SD

Trauma

37 M 左前頭葉，側頭葉脳挫傷，脳内
出血 6 左開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術

→�術中低血圧，術後全脳虚血により早期に死亡 D

67 M 左ASDH 3t 左開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術
→�ICP controlが不良で術後早期に死亡 D

67 F 両側ASDH 3t 両側開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術
→�ICP controlが不良で術後早期に死亡 D

61 M 右ASDH 6 右開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術
→�ICP controlが不良で術後早期に死亡 D

51 M 右ASDH 6 右開頭血腫除去術＋骨片除去型減圧開頭術
→�ICP controlが不良で術後早期に死亡 D

CT:�computed�tomography,�ASDH:�acute�subdural�hematoma,�AEDH:�acute�epidural�hematoma,�MCA:�middle�cerebral�artery,�SAH:�subarachnoid
hemorrhage,�IC-PC:�internal�carotid�artery-posterior�communicating�artery,�AN:�aneurysm,�ICP :�intracranial�pressure,�GCS:�Glasgow�Coma�Scale,�GOS:
Glasgow�Outcome�Scale,�GR:�good�recovery,�SD:�severely�disabled,�VS :�vegetative�state,�D :�death.
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5．CT での midline shift の比較
【hinge型減圧開頭術群VS 骨片除去型減圧開頭術群】

CTでのmidline shiftの経過を 2 群で比較したが，

骨片除去型減圧開頭術群で改善がやや良い傾向に

あったが統計学的に有意な差ではなく，両群ともほぼ

同様であった（compared by unpaired t-test）（Fig.3）。

6．shunt 合併率，追加手術回数，感染率，退院時
GOS，在院日数の比較

【hinge型減圧開頭術群VS 骨片除去型減圧開頭術群】

いずれも両群間で有意な差はなかった。shunt手

術は hinge 型減圧術群でやや少ない傾向がみられ

た。また hinge型減圧術群では追加手術回数が減少

傾向を示し，それに伴い在院日数の減少傾向もみら

れた。その他骨片除去型減圧術群の 1 例では骨片除
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Table 3 Diameter of craniotomy and PaCO2 during
hinge craniotomy

Cause 年齢
（歳） 性別 骨片の大きさ

（cm）
開頭前
PaCO2

（mmHg）

手術終了時
PaCO2

（mmHg）

Trauma

67 M 11.0 × 9.0 37.8 37.2
66 F 11.0 × 9.0 38.0 32.3
60 M 13.0 × 8.5 測定せず 測定せず
58 F 11.0 × 10.0 34.0 32.9
64 F 13.8 × 12.0 36.0 32.6
60 M 13.0 × 12.4 33.4 42.7
73 M 12.5 × 11.0 36.3 33.8

Infarct

55 M 11.0 × 9.0 32.6 35.5
68 M 14.0 × 11.0 28.0 33.0
74 M 13.4 × 12.0 36.2 35.6
74 M 12.6 × 10.6 29.5 35.3

SAH
60 F 10.0 × 7.0 測定せず 測定せず
70 M 13.0 × 10.0 38.1 31.5

平均 12.3 × 10.1 34.5 ± 3.4 34.8 ± 3.1
SAH:�subarachnoid�hemorrhage

Fig.1 Changes in ICP during hinge craniotomy. Patients treated with hinge craniotomy (bold lines) and two
patients treated with hinge craniotomy and additional conventional decompressive craniectomy a few days later
(thin lines).

Numbers at the top of the figure are means ± SD of ICP and compared ICP in each operative step with ICP of pre-craniotomy
by paired t-test (*p<0.05, **p<0.01).
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Table 4 Comparison between hinge craniotomy group and decompressive craniectomy group of postoperative
intracranial pressure (ICP), midline shift on computed tomography, shunt surgery, number of additional surgeries,
rate of intracranial infection, Glasgow Outcome Scale (GOS) at discharge, and length of hospital stay

術後 ICP midline shift shunt 合併率 追加手術回数 感染率 退院時 GOS 在院日数
Hinge型減圧開頭術

（11人） 6.4�± 6.0�mmHg
有意差なし

45.5％（5/11人） 0.9�± 0.9回 0%（0/11人）
有意差なし

58.9�± 22.7日

骨片除去型減圧開頭術
（12人） 6.3�± 6.1�mmHg 58.3％（7/12人） 1.75�± 1.5回 8.3%（1/12人） 76.3�± 39.1日

Fig.2 Changes in mean ICP after the operation in the hinge craniotomy group (circles with bold continuous line), in
the conventional decompressive craniectomy group (squares with bold interrupted line), and in two patients
treated with hinge craniotomy and additional conventional decompressive craniectomy (thin lines).

Fig.3 Changes of midline shift on CT after the operation in the hinge craniotomy group (circles with bold continu-
ous line) and in the conventional decompressive craniectomy group (squares with bold interrupted line).

Data are means ± SD.
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去術後に感染があったが hinge型減圧開頭術群では

感染例はなかった（Table 4）。

7．hinge 型減圧術でみられた皮膚壊死

hinge型減圧開頭術群の 2 例で側頭部を中心に頭

皮の血流不全による皮膚壊死がみられ，後日にデブ

リードマンを必要とした。2 例共に骨片がよく開い

た症例であり，また最も骨片が当たる部分に起きて

おり，骨片が皮下より皮膚を圧迫したことによる血

流不全が原因と考えられた（Fig.4）。

Ⅳ───────────────考　　察─

hinge型減圧開頭術を導入した以降も，術者が最

重症例と判断し従来型の骨片除去型減圧開頭術を

行った症例が 9 例あった。また hinge型減圧術の適

応として手術を開始したが，術中の ICPが高く結局

骨片除去型減圧術を行った症例が 2 例，術後の脳ヘ

ルニアの悪化がみられ骨片除去型減圧術を行った症

例が 2 例あった。ただ興味深いのは術者の判断によ

り手術開始時に最重症例と判断され骨片除去型減圧

開頭術を行った 9 症例のうち 8 人は ICPがコント

ロールできない，あるいは血圧の維持ができないな

どの理由により死亡しているという点，また術中の

ICPが高く骨片除去型減圧開頭術に変更した 2 例で

も，術後早期に ICPがコントロールできなく死亡し

ているという点である。つまり hinge型減圧開頭術

で効果が得られない症例の多くは，骨片除去型減圧

開頭術を行っても結局は死亡したということであ

る。ただ骨片除去型減圧開頭術を行えば救命できる

症例も事実存在するので骨片除去型減圧開頭術を完

全に否定するものでもない。hinge型減圧開頭術は

多くの症例では有効であるが，重症の頭蓋内圧亢進

例や重症の脳ヘルニア例には不十分な点があるもの

と考えられる。

上記以外の症例では hinge型減圧開頭術は，術後

の ICPコントロール，CTでのmidline shiftの改善

はほぼ骨片除去型減圧術群と同等の効果があること

が判明した。その上術後の感染が少なくなり，追加

手術，在院日数も少なくなる傾向があった。やはり

hinge型減圧開頭術では頭蓋形成術の必要がないと

いうことに大きな利点がある。頭蓋形成術は人工

骨，チタン性プレート，オートクレーブした自家骨

を用いるなど施設によって差はあるが，術後感染や

創部離開などの問題が少なくない 2,5）。しかし hinge

型減圧開頭術で骨を戻せばその欠点を補うことがで

きると考えられる。hinge型減圧開頭術は追加での

頭蓋形成術の必要がないため今後症例数が増えれ

ば，当然，追加手術回数や在院日数の有意な短縮化

が期待できる。

shunt合併率は hinge型減圧開頭術群でやや良い

傾向にあるかもしれないという結果であった。今回

の検討では hinge型減圧開頭術群で脳梗塞症例がや

や多かったことも関係していると考えられる。ただ

症例数が少なく，まだはっきりとしたことは今回の

検討からは結論できない。また当院での shunt手術
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の適応に関しては，骨片除去型減圧術後の頭蓋形成

術の際に脳がはみ出している時には，一時的に

EVDにて髄液を排出させるよりもむしろ shuntを

置くことが多いということも，また頭蓋形成術まで

の間に EVDを長期に留置している傾向にあり，こ

れも shunt率を上げている可能性があると考えられ

た。

hinge型減圧開頭術でみられた皮膚壊死は骨片が

最も開く部位に起きており，骨片が皮下より皮膚を

圧迫し血流不全を起こすことが原因と考えられた。

最近では皮膚壊死を防止するために骨と皮下組織の

剥離を開頭範囲だけでなくできるだけ後頭部側や頭

頂部側まで広範囲に行い，皮膚と骨との間に可動性

を多く持たせること，また同部位の皮膚縫合は丁寧

に細いナイロン糸で縫合するよう心がけている。

以上より，hinge型減圧開頭術は ICPコントロー

ルや脳ヘルニアを回避する目的に行う手術手技とし

て有用な方法であると考えられた。ただし重症例で

は一部不十分な症例があることも判明した。そのた

め hinge型減圧開頭術を行うにあたり，術中から術

後に ICPをモニターすることが有効であり，また術

後脳ヘルニアの悪化や ICPのコントロールが不良な

症例では速やかに従来型の骨片除去型減圧術を行う

ことが重要とも考えられた。また，術中にその後の

脳腫脹をきたすか否かの判断が難しく骨片除去術を

行ったが結局は不要であったと思われる症例を経験

する時がある。このような術中の判断に迷う症例に

対して行うのも一つの考え方であると思われる。

今後 hinge型減圧開頭術と骨片除去型減圧開頭術

をうまく使い分けることにより，より良い治療を患

者に提供できるものと考えられた。その適応や使い

分けについては今後も検討を要するが，我々が示し

たように術中からの ICPのモニターが有用ではない

かと考えられた。今後も症例数の蓄積が必要であ

り，また技術的な改良，および hinge型減圧開頭術

を行うか骨片除去型減圧開頭術を行うかの基準の設

定など，更なる検討が必要であると考えられた。
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Ⅰ───────────────はじめに─

重症頭部外傷急性期の頭蓋内病態として，その経

過や転帰に大きく影響するとされるのが，外傷直後

から高頻度に認められる脳の低酸素状態や虚血状態

である 5）。これらが外傷後の脳浮腫や脳腫脹，出

血，壊死などの二次性脳損傷を発現，助長させる因

子として重要視され，また，この二次性脳損傷が進

行すれば頭蓋内圧亢進から脳ヘルニア，脳死へと至

る。したがって，重症頭部外傷の急性期治療の主眼

は，この早期虚血状態の回避におかれる 5）。

1999 年のサイエンス誌にWangらは DNA結合タ

ンパクである High-mobility group box-1（HMGB1）

が血中に検出され，敗血症の後期メディエーターと

しての機能，重症度のマーカーそして治療標的とし

ての有用性を報告した 1）。HMGB1 の放出方法に

は，① 壊死に陥った細胞の核内から受動的に分泌さ

れる経路と，② サイトカイン，LPS等で活性化さ

れた単球／マクロファージから能動的に分泌される

経路がある。一度，血中に放出された HMGB1 は

receptor for advanced glycation（RAGE）や toll-like

receptor（TLR）-2, 4 などの受容体を介して，NF-κB

を活性化し，炎症反応や細胞遊走を促進する 2）。し

たがって，HMGB1 は新規サイトカインとして非常

に注目され，炎症の遷延，拡大化に関わっている 3）。

現在，HMGB1 は，敗血症，急性肺損傷，外傷，術

後，DICなどの急性炎症のみならず，慢性関節リウ

マチや動脈硬化などの慢性炎症，悪性腫瘍の増殖や

浸潤，転移など，さまざまな病態における key

mediatorの一つである 1,2,3,4）。

頭部外傷を含む外傷患者において，血中 HMGB1

が，有意に上昇していることが報告され，その血中

HMGB1 値は，外傷の重症度と比例して上昇してい

た。また，脳梗塞患者の血清中においても，HMGB1

が有意に上昇していることが報告された 2,3）。虚血

状態には，活性酸素が強く関与する。2007 年に活性

酸素の一つである H2O2 刺激によって，濃度依存性・

時間依存性にマクロファージ，単球から HMGB1 が

放出されることが報告された 3）。さらに脳梗塞動物

モデルにおいて，HMGB1 抗体や HMGB1 short-

hairpin（sh）RNAが，梗塞領域縮小や神経症状の改

善などに影響を及ぼすことが報告され，HMGB1

は，脳梗塞治療のターゲットになることが示唆され

た 2,3）。

抗生剤として知られているミノサイクリンである

が，それ自体の持つ抗炎症作用に留まらず，gluta-

mate 毒性抑制，VEGFや bFGF 抑制，NOによる

p38MAP Kinase産生抑制，NMDA抑制によるミク

ログリアの活性化抑制，activated caspase-1,3 産生抑

制によるアポトーシスの阻止，マトリックスメタロ

プロテイナーゼ（MMP-2, MMP-9）抑制などの神経保

護作用を有する 2）。我々は，神経様細胞であるラッ

ト副腎褐色細胞腫由来細胞（Rat adrenal pheochro-

mocytoma cell ; PC12 細胞）の虚血再還流モデルにお

いて，ミノサイクリンが HMGB1 に及ぼす影響を調

べた 2,3）。

Ⅱ──── OGD 誘導性 HMGB1 放出に対する
ミノサイクリンの作用─

PC12 細胞において，虚血モデルとなる OGD

（oxygen-glucose deprivation; 無酸素無糖条件）刺激

によって，時間依存性に核内蛋白である HMGB1

が，細胞外，すなわち，培養上清に放出されること

をウエスタンブロット法にて確認した 2）。さらにミ

ノサイクリンが，濃度依存性に HMGB1 の放出を抑

制することを確認した 2）。次にシグナルを確認した

ところ，PC12 細胞において，OGD 刺激が，p-38

および ERK1/2 を介していることをウエスタンブ

ロット法にて確認した 2）。また，p-38 inhibitorであ

る SB203580 および ERK1/2 inhibitor である U-

0126 を用い，OGD刺激による HMGB1 の放出を阻

害剤が，濃度依存性に抑制することをウエスタンブ

ロット法にて確 認した 2）。これらの結 果より ,

HMGB1 は，ネクローシスによるのではなく，細胞

の活性化により放出されたことが示唆された 2）。
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Ⅲ─── HMGB1 誘導性アポトーシスに対する
ミノサイクリンの作用─

神経様細胞の虚血モデルにおいて，HMGB1 が放

出されることを確認したが，次にその放出された

HMGB1 の作用を検討したところ，HMGB1 刺激に

より，PC12 細胞が濃度依存性に細胞死を起こすこ

とをMTT法にて確認した 2,3）。さらに HMGB1 によ

る細胞死に対し，蛍光免疫染色法を用いて，HMGB1

が，PC12 細胞にアポトーシスを誘導するかを検討

したところ，Hoechst染色にて，核の断片化や凝縮

を認め，その細胞死が，アポトーシスであることを

確認した 3）。アポトーシスであることをさらに確認

するために HMGB1 刺激により，ミトコンドリアに

局在しているチトクローム Cの細胞質への流出をみ

た 3）。したがって，HMGB1 刺激による細胞死は，

アポトーシスであることを確 認した。さらに

HMGB1 刺激によるアポトーシスをミノサイクリン

が，濃度依存性に抑制することを確認した 2）。

Ⅳ───────────────おわりに─

神経様細胞である PC12 細胞の虚血再還流モデル

を用いて，ミノサイクリンと HMGB1 放出の関係を

初めて報告した 2,3）。虚血再還流時には，HMGB1

が放出され，その HMGB1 はアポトーシスを誘導す

る。それらをミノサイクリンは抑制することが確認

された。ミノサイクリンは，さまざまな神経保護作

用を持つ。それらの作用に加え，HMGB1 の放出を

抑制することで，神経保護に役立っている可能性が

ある。しかし，その直接的作用を知ることは困難で

ある。外傷や脳梗塞に留まらず，クモ膜下出血患者

において，脳脊髄液中の HMGB1 値が，予後と相関

することも，最近，報告されている。今後，さらな

る研究が必要である。
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Ⅰ───────────────緒　　言─

脳挫傷や頭蓋内血腫（急性硬膜外血腫，硬膜下血

腫）の転帰に関係するものは，来院時の意識水準，

瞳孔異常の有無，年齢，CT画像上の脳挫傷や血腫

の大きさ等が関与する。一方，び慢性軸索損傷にお

いても，来院時の意識水準の他，MRI画像，特に

T2*強調画像における脳の損傷個数や脳幹損傷の有

無は転帰に関与する。当院では，頭部外傷患者の亜

急性期から慢性期に T2*強調画像による微小損傷の

評価を行ってきた 5）。その中で，脳挫傷や頭蓋内血

腫でも頻度は少ないが，脳挫傷や頭蓋内血腫とは異

なる脳の部位に微小損傷が合併することを経験して

きた。しかし，脳挫傷や頭蓋内血腫に伴うこの微小

損傷の意義を調査し，その結果を報告したものは渉

猟し得た範囲ではなかった。そこで今回，脳挫傷や

頭蓋内血腫に伴う微小損傷の意義に関して検討を行

うこととした。

Ⅱ───────────────方 法─

対象期間 2003 年 1 月から 2007 年 12 月まで当科

に頭部外傷で入院した症例を後視的に検討した。症

例の取り込み基準として，① 頭部 CT上，頭蓋内血

腫（急性硬膜外血腫，急性硬膜下血腫）や脳挫傷と診

断，② 入院期間中に頭部MRIを撮影した症例とし

た。脳挫傷は来院 24 時間以上を経て撮影した頭部

CT上，脳の皮質損傷を伴い，high density areaもし

くは high densityを含んだ mix densityが 1 cm以上

のものと定義した。除外基準としては，① 無症候性

微小出血を除外するため年齢 60 歳以上の症例，② 虚

血の影響が画像，臨床症状に影響する来院時心肺機

能停止症例（CPA），とした。微小損傷の定義は，

T2*強調画像の軸状断面中，脳挫傷部以外の脳実質

に 2mm以上の独立した低信号を認めた場合とし，個

数を算定する場合，それぞれ 1 個として計算した。

T2*強調画像上に微小損傷を認めた場合を微小損

傷合併群，ない場合をコントロール群として 2 群に

分け，性別，年齢，受傷機転，来院時 Glasgow Coma
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Scale（GCS），Injury severity score，脳挫傷や頭蓋

内血腫体積（最大縦 × 横 × 高さ × 1／2 で算出），手術

施行の有無，覚醒時間（自発開眼出現までの期間），

T2*強調画像上の損傷数，受傷 3 ヵ月後の Glasgow

Outcome Score（GOS）に関して，比較検討を行っ

た。頭蓋内に脳挫傷や頭蓋内血腫が混在している場

合は，両者の合計を体積として算出した。

統計学的手法は unpaired t検定，χ2 検定，分割表

分析を用い，p<0.05 の時，有意と判定した。

Ⅲ───────────────結　　果─

対象期間中の全頭部外傷は 466 例であった。内 60

歳以上の症例は 138 例，CPAであった症例は 3 例

であり，これらを除外すると 325 例であった。この

うち，頭蓋内血腫（急性硬膜外血腫，急性硬膜下血

腫）や脳挫傷例を合併していた症例は 98 例であっ

た。このうち，37 例にMRI撮影を実施しており，

解析対象となった。

微小損傷合併群は 12 例，コントロール群は 25 例

であった。Fig.1 に微小損傷合併例を提示する。微

小損傷合併群とコントロール群とを比較すると，年

齢，性別，受傷機転，外力方向，来院時 GCS，

Injury severity score，脳損傷の比率，頭蓋骨骨折頻

度，脳挫傷・頭蓋内血腫体積，手術頻度に関して

は，統計学的な有意差を認めなかった（Table 1）。覚
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Table 1 解析結果

微小損傷合併群 微小損傷非合併群 p value
n=12 n=25

性別（男/女） 8/4 15/10 n.s.
年齢 38.4�± 4.8 33.9�± 3.2 n.s.

受傷機転（%） n.s.
交通事故 10（83） 17（68）
転倒 2（17） 8（32）

外力方向（%） n.s.
前後 6（50） 12（48）
側方 5（42） 10（40）
不明 1（8） 3（12）

Glasgow�coma�scale 10.2�± 1.1 11.8�± 0.4 n.s.

Injury�severity�score 14.2�± 1.4 12.8�± 0.9 n.s.

脳損傷の比率（%） n.s.
脳挫傷のみ 6（50） 10（40）
硬膜外血腫 1（8） 3（12）
硬膜下血腫����������������������������������������� 0����������������������������������� 0
混合型 5（42） 12（48）

頭蓋骨骨折有 4（33） 8（32） n.s.
脳挫傷・頭蓋内血腫体積（ml） 24�± 5.8 18.1�± 3.6 n.s.

手術施行例（%） 4（33） 4（16） n.s.
MRI�撮影日 29.5�± 6.7 19.4�± 3.6 n.s.

覚醒までの日数 3.5�± 1.3 1.4�± 0.5 p=0.08

Glasgow�Outcome�Score 4.4�± 0.1 4.8�± 0.0 p=0.002
Mean�± standard�error



Table 2 微小損傷合併症例の損傷部位

損傷個数（合計）

前頭葉白質 12
側頭葉白質 9
頭頂葉白質 4
視床，視床下部 3
後頭葉白質 2
脳梁 2
被殻 1
尾状核 1
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醒までの時間は，微小損傷合併群は平均 3.5 日で

あったのに対して，コントロール群は 1.4 日と早く

覚醒する傾向にあったが，統計学的には有意差はな

かった。

転帰に関しては，対象の中で死亡例はなく，全

例，GOS 4 もしくは 5 であった。微小損傷合併群の

平均の GOSは 4.4 に対してコントロール群は 4.8 と

微小損傷合併群の転帰はコントロール群に比較し，

転帰は不良であった（Table 1）。

微小損傷合併群の脳損傷部位と個数をまとめたも

のを Table 2 に示す。前頭葉や側頭葉の白質損傷が

頻度的に多かった。

Ⅳ───────────────考　　察─

今回の検討では，脳挫傷や急性硬膜下血腫，急性

硬膜外血腫のような局所脳損傷例でも，他の脳実質

内に微小損傷を合併していることがあること，その

ような症例では転帰が不良になる傾向にあることが

判明した。

本症例の微小損傷は，T2*強調画像で hypo-intensi-

ty lesionを選択したこと，また，そのMRI画像上

の微小損傷分布状況から，局所脳損傷に合併した軸

索損傷を観察している可能性が高い 5）。局所脳損傷

に，画像上軸索損傷と判断できる脳損傷を伴うこと

が稀ではあるが報告されている。本田らは，38 例の

小児頭部外傷のMRI解析で 2 例の脳挫傷例で脳梁

損傷を合併していたこと，また，軸索損傷と判断し

た 5 例のうち，1 例の急性硬膜下血腫と他の１例に

脳挫傷も伴っていたことを報告している 3）。また，

Dixonらのラットを用いた cortical impact modelで

も，組織診断から脳の局所損傷と軸索損傷は合併し

うることが報告されている 1）。

本検討では，単独局所脳損傷と比較し，微小損傷

合併例の転帰は不良になる傾向を認めた。Forkら

は，脳挫傷とび慢性軸索損傷例を比較し，受傷 1 ヵ

月後では両者とも同様に行動異常を伴うことが多い

が，5〜8 ヵ月ではび慢性軸索損傷例でより精神神経

学的異常を示したとしている 2）。また，Levineら

は，受傷 1 年後の頭部外傷の後遺症の程度は，脳挫

傷の程度よりも，び慢性軸索損傷に伴った脳の萎縮

の程度により依存すると報告している 4）。これらの

ことより，局所脳損傷に軸索損傷と考えられる微小

損傷を合併したことが，単独局所脳損傷と比較して

転帰が不良になったものと考えられた。

本検討の限界は，後視的検討で，局所脳損傷例全
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Fig.1 A 57-year-old male evaluated by computed tomography (CT) on
arrival and magnetic resonance images on the 23rd hospital day.

CT demonstrates a right acute temporal tip epidural hematoma (left).  T2*
weighted images (right) show hypo-intensity lesions at the left hypo-thalamus
and basal ganglia.  His final outcome is Glasgow Outcome Scale 4 three months
after the injury.
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てに頭部MRIを撮影したわけでないため症例に偏

りがある可能性，また，症例数が少ないことも結果

に影響を与えた可能性がある。今後，今回の検討結

果が正しいのか否か，前向きの大多数の症例を検討

した検討が必要である。

Ⅴ───────────────結　　語─

局所脳損傷例で，他の脳実質内に微小損傷を合併

すると転帰が不良になる傾向を認めた。

追 記
本短報の内容は第 33 回日本脳神経外傷学会で発表し，
Journal of Clinical Neuroscienceに受理されたものを本
学会誌用に簡潔にまとめたものである。
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短　　報

Ⅰ───────────────はじめに─

空気塞栓症の症状は無症状のものから，重症で生

命に関わるものまで様々である。脳神経外科手術中

の静脈損傷時，骨折を伴う重症頭部外傷時，CVラ

イン留置・抜去時の空気塞栓の報告はあるが，頭蓋

骨陥没骨折後に意識清明な状態から院内で発生した

ものの報告はほとんどない。今回我々は，その他部

位に外傷がなく開放性頭蓋骨陥没骨折後に生じたと

しか考えられない空気塞栓症の一例を経験したので

報告する。

Ⅱ───────────────症　　例─

患　者：78 歳，女性。

現病歴：犬の散歩中に転落し，頭部打撲，挫傷し

た。受傷直後は意識清明で頭痛・嘔気もなく，徒歩

で帰宅し，タオルで創部を圧迫止血しつつ近医を受

診した。処置のため座位で創部を観察中に突然

ショック状態に陥り，痙攣を起こし，意識レベルが

急激に低下した。救急処置後に施行した全身 CTで

頭頂骨の陥没骨折が存在（Fig.1-a）し，脳表静脈内，

右心房内に著明な低吸収域を認めたため（Fig.1-b, c），

空気塞栓症と診断され，当院救急に搬送された。

経　過：当院来院時は痙攣重積，心不全の状態

で，明らかな外傷は頭部以外に認めなかった。再検

した全身 CTでは低吸収域を認めず，空気は吸収，

消失していた。

受傷後 8 時間経過しても呼吸・循環状態が安定せ

ず，意識状態も改善しなかった。頭部MRIを施行

したところ，FLAIR画像で脳腫脹を認める（Fig.2-a）

他は，DWIでも明らかな異常所見は見られなかっ

た（Fig.2-b）。

ICUで人工呼吸器を装着し厳重な呼吸管理，心不

全に対してはドブタミン・ノルエピネフリンなどを

投与し循環管理を実施し，全身状態は受傷後約 10

日で安定した。呼吸・循環管理と併せて重積痙攣の

加療も継続したが，痙攣発作消失後も意識状態は改

善せず，経過中に撮影した頭部MRIでは，右大脳

半球，左基底核に及ぶ広範な変化と著明な脳萎縮が

はっきりとした（Fig.3）。

入院 3 ヵ月後，意識状態は呼びかけに開眼する

神経外傷 Vol.33 2010
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が，自発的な四肢の動きはなく，植物状態のままで

転院した。

Ⅲ───────────────考　　察─

当症例は，他の部位に外傷がなく，開放性頭蓋骨

陥没骨折で静脈洞部の損傷はないが，太い板間静脈

が損傷されていた。重症ではあったが脳挫傷，頭蓋

内出血は伴わず，意識清明で歩行可能であった。こ

のため開放創が心臓よりも高位に維持されたことで

神経外傷 Vol.33 2010

Fig.1

a: Bone CT images; White arrows indicated depressed fracture points.
b: Chest CT images; White arrows indicated entrained air in the right atrium.
c: Brain CT images; Tortuous low density lesions were found on the brain surface.  This finding indicated entrained air in
surface veins.

a

b

c

a b

Fig.2

a: MRI FLAIR images (8 hours after trauma); No focal lesion was found in the brain, but whole brain swelling was detected.
b: MRI diffusion weighted images (8 hours after trauma); No high intensity area was detected.

Fig.3 MRI FLAIR images �2 months after trauma.

High intensity areas spread in right frontal lobe, parietal
lobe, and left basal ganglia.  Massive brain atrophy occurred.
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空気が引き込まれた結果生じた空気塞栓症と考えた。

静脈系より引き込まれた空気は少量であれば，症

状を呈することなく肺で吸収されるが，急速に多量

の空気が引き込まれると様々な症状を呈してくる。

急速に引き込まれた空気の右心房内の量が少量

（＜0.5 ml/kg）であれば，無症状か喘鳴などの軽度の

呼吸障害で回復するが，中等量（0.5 ml〜2.0 ml/kg）

や大量（＞2.0 ml/kg）となると右心負荷増大，肺高血

圧，頸静脈の虚脱，肺血管の狭窄，気管狭窄，心筋

虚血，脳虚血の状態に陥り，呼吸困難，低血圧，精

神症状，痙攣などを生じ最重症例は死亡するとされ

ている 1）。当症例は肺高血圧，心不全，痙攣重積状

態という極めて重篤な状況となっており，患者の体

重は 40 kg 程度であったため換算すると 40 ml〜80

ml以上もの空気が急速に引き込まれた状態であっ

たと考えられる。

歩行で来院し，座位での創処置が急速な空気の流

入を生じさせた原因であると考えたが，外傷に伴う

空気塞栓症の症例としては，Rablらの頭部を打撲し

た農夫の死が検死の結果空気塞栓症であったという

報告 2），重症頭部外傷で重篤，死亡例をまとめた報

告 3,4）があるのみで，意識清明から急速に重体に

陥った当症例のような報告はほとんどない。

治療に関して，重症な症例では呼吸・循環管理が

主体となり，可能であれば中心静脈ルートより空気

を吸引することも考慮される 5）。今回は当院受診時

には CT上，空気はすでに消失しており，吸引処置

は不可能であった。しかしながら，発症直後の CT

上，右心房内に大量の空気を認めており，その時点

であれば空気を吸引する方法も可能であったかもし

れない。当症例では結局，心不全，痙攣重積に対す

る加療が治療の主体となった。

積極的な加療を行い，呼吸・循環状態が改善し全

身状態は好転したが，意識の回復は悪く植物状態で

経過した。MRIでも広範に認められた脳障害の原因

は，脳静脈塞栓症や右心不全による静脈灌流障害に

伴う脳鬱血によるものと，急性期の血圧低下に伴う

脳虚血によるものとが併存した結果であると考えて

いる。

脳神経外科手術時の空気塞栓症の報告は多数あ

り，静脈洞が開放された時はもちろんのこと，板間

静脈の出血に対しても十分な注意を払うが，頭部外

傷の救急対応では開放性外傷が存在しても，止血し

ていれば創処置よりも画像検査・診断が優先される

ような場合が多い。しかしながら，本例のごとく意

識清明な開放性頭蓋骨骨折の症例であっても，空気

塞栓症を発症，重大な障害を残すことも事実であっ

た。救急室での外傷の処置においては，動脈の損傷

のみならず，太い静脈の損傷が疑われた場合には，

座位での処置は行わないこと，できるだけ早期に創

閉鎖を行うことなどを考慮し，空気塞栓症予防の必

要があることが強く示唆された。

Ⅳ───────────────結　　語─

開放性頭蓋骨陥没骨折に伴う空気塞栓症という稀

な病態を経験した。急激な重症化，重大な脳障害を

残した症例であった。空気塞栓症は予防することが

第一であり，救急での頭部外傷に対する初期対応に

ついて，① 創処置は座位で行わないこと，② 創部は

できるだけ早期に閉鎖することを再認識させられた。
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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

「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
（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

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。
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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
（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。

第 8 章　計算
（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。
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（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　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）

（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　重森　　稔
設立時社員　小川　武希
設立時社員　小野　純一
設立時社員　片山　容一
設立時社員　島　　克司
設立時社員　鈴木　倫保
設立時社員　山木　垂水
設立時社員　有賀　　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
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第 1 章　総則
（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。

第 2 章　社員
（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。

定款施行細則
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（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　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。

（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。

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。

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。

神経外傷 Vol.33 2010
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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　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

（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

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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（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

神経外傷 Vol.33 2010
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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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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。

神 経 外 傷
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
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《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。

Ⅱ．短報

《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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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

原稿送付先

《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。
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