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In 2005, one week study of the Japan Neurotrauma Data Bank
was conducted to elucidate the actual status of head injury in
our country.  Enrolled here were the patients who admitted to
the hospitals because of head injury.
Eight hundred and two patients were registered from 321
institutes.  Those were divided into two groups: severe head
injury (Group S, GCS 3 – 8 on admission) and moderate to mild
head injury (Group M, GCS 9 – 15).
The number of the patients was 105 (13.1%) in Group S, and
645 (80.4%) in Group M.  The age distribution was different
between Group S and Group M.  Male was dominant in both
groups.  As for cause of injury, traffic accident was more
common in Group S, but fall or tumble was more frequent in
Group M (p=0.0054).  The incidence of CT abnormality was
88.0% in Group S, whereas 55.1% in Group M.  This difference
was statistically significant (p<0.0001).  Diffuse brain injury
was more common in Group S (p<0.0001).  The incidence of
multiple systemic injury and neurosurgical decompression
was more frequent in Group S (p<0.0001, p<0.0001, respective-
ly).
This is the first nationwide study of head injury in our
country, and may play a role as the basic data of future study.
The next one week study will be planned in 2012.

1
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Ⅰ────────────── はじめに ─

日本頭部外傷データバンク（Japan Neurotrauma

Data Bank: JNTDB）では，主として重症頭部外傷

例，脳神経外科手術例を対象として，プロジェクト

1998（P1998, 1998〜2001 年）とプロジェクト 2004

（P2004, 2004〜2006 年）が行われた。一方，これら

の研究がわが国の頭部外傷の実情を反映しているか

否かという疑問が生じ，P2004 が進行中であった

2005 年 6 月に全国の脳神経外科専門医訓練施設等を

中心として，One Week Study（OWS）を施行した。

今回は OWS の粗データを重症度別に分析したの

で，若干の考察を加えて報告する。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

対象は頭部外傷入院例であり，調査期間は 2005

年 6 月 20 日からの 1 週間であった。調査方法はア

ンケート形式であり，全国脳神経外科専門医認定訓

練施設（A／C 項）および一部の救命救急センターに

調査用紙を送付した。

回答は 321 施設から得られ，802 例が登録された。

登録症例数が多かった施設（5 例以上）を Table 1 に

呈示した。調査項目は年齢，性差，受傷原因，受傷

者側からみた交通事故の種類，Glasgow Coma Scale

（GCS），Japan Coma Scale（JCS），異常 CT 所見の

頻度，多発外傷の有無および脳神経外科的減圧術の

有無の 9 項目である。異常 CT 所見は局所性損傷，

びまん性損傷と両者の合併の 3 群に分類した。統計

学的解析には Chi-square を用い，5％未満を有意と

した。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

（1）症例の重症度別分類

登録 802 例を搬入時の GCS により，重症例（S 群，

GCS 3〜8）と中等症〜軽症例（M 群，GCS 9〜15）の

2 群に分類すると，前者が 105 例（13.1％），後者が

645 例（80.4％）であり，GCS 記載無（JCS のみの記

載）が 52 例（6.5％）であった。以後の検討は GCS 記

載例 750 例で行った。

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 Study collaborating institutions

登録症例数 研究協力施設

24 枡記念病院

12 名古屋掖済会病院，福岡徳洲会病院

10 国立病院機構災害医療センター，武蔵野赤
十字病院

9 千葉県救急医療センター

8 社会保険中京病院，日本大学病院

7
さいたま赤十字病院，札幌医科大学病院，
昭和大学横浜市北部病院，中村記念病院，
藤田保健衛生大学病院

6
大阪脳神経外科病院，川崎医科大学病院，熊本
赤十字病院，県立広島病院，埼玉医科大学総合
医療センター，昭和大学藤が丘病院，聖路加国
際病院，日本医科大学千葉北総病院

5

秋葉病院，青梅市立総合病院，岡山市立市民病
院，久留米大学病院，県西総合病院，菰野厚生
病院，仙台市立病院，高岡市民病院，高山赤十
字病院，館林厚生病院，帝京大学ちば医療セン
ター，東邦大学医療センター大森病院，名古屋
第一赤十字病院，兵庫医科大学病院，三重大学
病院，三島社会保険病院，和歌山県立医科大学
病院

太字：データバンク研究施設 （50音順）

Fig.1 Age distribution in two groups.
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（2）年齢分布・性差

年齢分布を重症度別に検討した（Fig.1）。S 群では

各年齢層がほぼ均一の分布を示していたのに対し，

M 群では若年者と高齢者に多い二峰性の分布を呈し

ていた。なお，平均年齢（中央値）は S 群では 47.6 ±

26.4（50）歳，M 群では 44.7 ± 28.0（46）歳であり，後

者でやや若年の傾向にあったが，統計学的には有意

差を認めなかった。

性差では男性の占める割合が全体で 67.8％であっ

た。また S 群，M 群でそれぞれ 70.6％，67.1％であ

り，両群間に差を認めなかった。

（3）受傷原因

受傷原因を重症度別に分析した（Table 2）。S 群で

は交通事故が 56.3％を占めたのに対し，M 群では転

落・転倒が 50.8％と多く，両群間の分布には有意差

を認めた（p=0.0054）。

交通事故の受傷者側からみた原因は S 群では二輪

車事故，歩行者事故が多かったのに対し，M 群では

四輪車・二輪車・自転車事故がほぼ同数であり，歩

行者事故が相対的に少ない傾向にあった（Table 2）。

（4）CT 所見

異常 CT 所見の重症度別頻度を Table 3 に呈示し

た。異常 CT 所見は S 群では 88.0％，M 群では 55.1％

にみられ，前者で有意に高率であった（p<0.0001）。

また異常 CT 所見の病態を重症度別に Table 4 に

示した。M 群では局所性損傷が 87.7％と圧倒的に多

かったのに対し，S 群ではびまん性損傷が 17.5％，

両者の合併が 21.3％と高率であり，後者でびまん性

損傷の占める割合が有意に多かった（p<0.0001）。

さらに局所性損傷のみを抽出し，S 群と M 群で

比較検討した（Table 5）。S, M 群ともに急性硬膜下

血腫，脳挫傷の占める割合が高く，その分布に差を

認めなかった。しかし S 群では複合病変が多い傾向

神経外傷Vol.34 2011

Table 2 Cause of injury

（%）
Cause Total cases GCS 3〜8 GCS 9〜15

Traffic accident 326（42.0） 58（56.3） 246（39.4）

Fall / Tumble 379（48.8） 37（35.9） 317（50.8）

Others 72 （9.3） 8 （7.8） 61 （9.8）

Total 777 103 624
p=0.0054

（%）
Traffic accident Total cases GCS 3〜8 GCS 9〜15

4 wheel vehicle 80（24.5） 11（19.0） 64（26.0）

Motorcycle 86（26.4） 21（36.2） 58（23.6）

Bicycle 83（25.5） 10（17.2） 69（28.0）

Pedestrian 60（18.4） 14（24.1） 43（17.5）

Not described 17 （5.2） 2 （3.4） 12 （4.9）

Total 326 58 246
p=0.0728

GCS: Glasgow Coma Scale

Table 3 Abnormal CT findings

Abnormal CT
findings Total cases GCS 3〜8 GCS 9〜15

Present 466（59.0） 88（88.0） 353（55.1）

Absent 324（41.0） 12（12.0） 288（44.9）

Total 790 100 641
p<0.0001

GCS: Glasgow Coma Scale

Table 4 CT classification

CT findings Total cases GCS 3〜8 GCS 9〜15

Focal 318（82.2） 49（61.3） 256（87.7）

Diffuse 45（11.6） 14（17.5） 29 （9.9）

Focal + Diffuse 24 （6.2） 17（21.3） 7 （2.4）

Total 387 80 292
p<0.0001

GCS: Glasgow Coma Scale
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にあり，M 群では硬膜外血腫が第 3 位であった。

（5）多発外傷の頻度

多発外傷の頻度を重症度別に検討した（Fig.2）。多

発外傷は S 群，M 群でそれぞれ 35.3％，17.7％に認

められ，前者で有意に高率であった（p<0.0001）。

（6）脳神経外科的減圧術の頻度

脳神経外科的減圧術は血腫除去術，内・外減圧術

および脳室ドレナージ術に注目して分析し，重症度

別に検討した（Fig.2）。減圧術は S 群では 27.6％に

行われたのに対し，M 群では 7.4％に施行され，前

者で有意に高率であった（p<0.0001）。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

JNTDB は 1996 年発足当時の委員会でデータの質

を確保するために，登録施設を頭部外傷の臨床的研

究に実績のある施設に限定した。しかし研究が進む

中で，P1998 および P2004 で分析されたデータがわ

が国の頭部外傷の実情を反映しているかという疑問

が生じ，P2004 が進行中であった 2005 年に全国脳

神経外科施設および一部の救命救急センターを対象

として OWS を施行した。JNTDB 研究協力施設 19

施設を含めた全国 321 施設から 802 例が登録され，

当時の日本の頭部外傷の実情を分析するには十分な

症例数と考えている。また委員会では OWS におい

て調査したい項目は多数存在したが，データの質を

ある程度担保するために，敢えて項目数を最小限の

9 項目に絞って調査した。しかし予想された結果と

はいえ，登録データは不十分なものが多く，全項目

が記載されたデータは約 60％に過ぎなかった。改め

て OWS という全国調査の難しさを痛感している。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.2 Incidence of multiple systemic injury and neuro-
surgical decompression in two groups.

Table 5 Summary of focal brain injury in two groups

Rank GCS 3 〜 8（n=63） （％） GCS 9 〜 15（n=232） （％）

1 ASDH 33.3 ASDH 31.9

2 ASDH + Contusion 23.8 Contusion 25.4

3 Contusion 19.0 EDH 11.2

4 ASDH + ICH + Contusion 4.8 ASDH + Contusion 10.8

5 ICH + Contusion 4.8 EDH + Contusion 6.9

6 EDH 3.2 EDH + ASDH 3.0

7 EDH + ASDH + Contusion 3.2 ─ ─

8 Others 7.9 Others 10.8

Total 100.0 Total 100.0
GCS: Glasgow Coma Scale, ASDH: acute subdural hematoma, EDH: epidural hematoma,
ICH: intracerebral hematoma
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このような事実があるため，今回は集積された粗

データをそのまま用いた分析を重症度別に行った。

年齢分布は S 群では 20 歳代，40 歳代で少ない傾

向を示し，P2004 でみられた分布 2,4）とやや異なる

が，これは OWS では絶対的な症例数が少ないこと

に起因していると考えられた。一方，M 群では若年

者と高齢者に多く二峰性の分布を呈した。症例の重

症度は異なるが，P2004 における年齢分布と比較す

ると小児例が多い。これは小児では比較的軽症例で

あっても経過観察入院が多いことを反映しているも

のと思われた。また性差については男性の占める割

合が OWS では全体で 67.8％，S 群で 70.6％であり，

後者は P2004 全体での 70.6％と同率であった 4）。

受傷原因は S 群では交通事故が 56.3％であり，

P2004 の 54％とほぼ一致した 3）。近年交通事故は減

少傾向を示している 1）とはいえ，重症例ではいまだ

交通事故が高率といえる。一方，M 群では非交通事

故，とくに転落・転倒事故が多いことは小児例，高

齢者が多いことからも明らかであった。また受傷者

側からみた交通事故の種類別検討では，S 群で二輪

車事故，歩行者事故が多いことは P2004 の分析結果

と一致する 3）。しかし M 群での分布は歩行者事故

が相対的に少なく，これは交通安全白書における

2005 年の状態別交通事故負傷者数の統計の分布に近

似している 1）。

異常 CT 所見は S 群では 88％にみられ，P2004 に

おける 95％に近い結果であった 3）。他方，CT 異常

は M 群でも 55.1％と高率に認められたが，これは

今回の調査対象を入院例に限定した結果と推定され

た。CT 異常の内訳では S 群でびまん性損傷が相対

的に多く，これは S 群では交通事故が 56.3％と多い

ことに相関するものと思われ，P2004 の分析結果と

一致する 3）。一方，M 群では局所性損傷が 87.7％と

圧倒的多数を占めた。M 群では転落・転倒事故が多

く，重症度は異なるが，P2004 における非交通事故

での局所性損傷が多いという結果に近似する 3）。

多発外傷および脳神経外科的減圧術の頻度に関し

ては，OWS と P2004 で定義が異なるため，単純比

較は困難である。今後調査を行う上で再検討を要す

ると考えている。

OWS により 2005 年当時の頭部外傷入院例の実態

が明らかになったが，調査項目が少ないため，その

意義付けが十分でない点があると思われる。JNTDB

委員会では現在 2012 年 6 月に再度 OWS を企画して

おり，調査項目を十分に検討し，わが国における頭

部外傷の実態をさらに明らかにしたいと考えている。

Ⅴ──────────── 研究協力施設 ─

以下に今回の研究に協力していただいた 321 施設

を列記しました。遅ればせながら，この場を借りて

謝意を表します。

相澤病院，愛知医科大学病院，明石市立市民病院，秋田
組合総合病院，秋田赤十字病院，秋葉病院，赤穂市民病
院，朝霞厚生病院，朝霞台中央総合病院，朝日大学歯学
部附属村上記念病院，足利赤十字病院，厚地脳神経外科
病院，阿南共栄病院，綾瀬厚生病院，荒木脳神経外科病
院，アルメイダ病院，飯田市立病院，石巻赤十字病院，
和泉市立病院，医誠会病院，五日市記念病院，茨城県立
中央病院，揖斐総合病院，いわき市立総合磐城共立病
院，岩国市医療センター医師会病院，岩手県立中央病
院，牛久愛和総合病院，恵美須町病院，愛媛県立中央病
院，愛媛県立新居浜病院，愛媛大学病院，青梅市立総合
病院，大分県厚生連鶴見病院，大分県立病院，大分大学
病院，大垣市民病院，大阪警察病院，大阪市立総合医療
センター，大阪市立大学病院，大阪脳神経外科病院，大
阪府済生会茨木病院，大阪府三島救命救急センター，大
阪府立千里救命救急センター，大阪南脳神経外科病院，
太田綜合病院付属太田西ノ内病院，大田原赤十字病院，
大津赤十字病院，大西脳神経外科病院，大浜第一病院，
大森赤十字病院，岡崎市民病院，おか脳神経外科，岡山
市立市民病院，岡山赤十字病院，岡山労災病院，沖縄県
立那覇病院，沖縄県立南部病院，沖縄徳洲会南部徳洲会
病院，小田原市立病院，音羽病院，尾道市立市民病院，
帯広厚生病院，香川県立中央病院，鹿児島県立大島病
院，鹿児島徳洲会病院，梶川病院，春日部市立病院，金
沢医科大学病院，亀田総合病院，河北総合病院，川崎医
科大学病院，川崎幸病院，川崎病院，川鉄千葉病院，関
西医科大学病院，関西医科大学洛西ニュータウン病院，
関西労災病院，関東労災病院，木沢記念病院，北上済生
会病院，北里大学病院，北野病院，北村山公立病院，岐
阜市民病院，岐阜大学病院，九州大学病院，京都第一赤
十字病院，京都第二赤十字病院，京都府立医科大学病
院，共立蒲原総合病院，桐生厚生総合病院，近畿大学病
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院，熊本赤十字病院，熊本労災病院，久留米大学病院，
黒石市国保黒石病院，慶應義塾大学病院，県西総合病
院，県立大船渡病院，県立広島病院，県立南宇和病院，
県立宮崎病院，厚生連篠ノ井総合病院，高知医療セン
ター，甲府城南病院，神戸医療センター，神戸大学病
院，神戸徳洲会病院，公立置賜総合病院，公立刈田綜合
病院，公立甲賀病院，公立小浜病院，公立陶生病院，公
立豊岡病院，公立山城病院，国立国際医療センター，国
立病院機構岩国医療センター，国立病院機構大阪医療セ
ンター，国立病院機構京都医療センター，国立病院機構
呉医療センター，国立病院機構災害医療センター，国立
病院機構千葉医療センター，国立病院機構長崎医療セン
ター，国立病院機構長良病院，国立病院機構名古屋医療
センター，国立療養所宮城病院，越谷市立病院，国家公
務員共済組合連合会立川病院，小波瀬病院，小牧市民病
院，菰野厚生病院，西条市立周桑病院，済生会熊本病
院，済生会西条病院，済生会滋賀県病院，済生会吹田病
院，済生会福岡総合病院，済生会山口総合病院，埼玉医
科大学総合医療センター，埼玉医科大学病院，さいたま
赤十字病院，佐賀大学病院，相模原協同病院，相模原中
央病院，佐世保共済病院，札幌麻生脳神経外科病院，札
幌医科大学病院，佐渡総合病院，佐野厚生総合病院，山
陰労災病院，自衛隊中央病院，自治医科大学大宮医療セ
ンター，自治医科大学病院，島根県立中央病院，島根大
学病院，清水厚生病院，社会保険栗林病院，社会保険神
戸中央病院，社会保険中京病院，周南記念病院，順天堂
大学浦安病院，順天堂大学静岡病院，湘南鎌倉総合病
院，城北病院，昭和大学病院，昭和大学藤が丘病院，昭
和大学横浜市北部病院，市立旭川病院，市立宇和島病
院，市立大町総合病院，市立岸和田市民病院，市立釧路
総合病院，市立酒田病院，市立砺波総合病院，市立室蘭
総合病院，城山病院，信州大学病院，新別府病院，須崎
くろしお病院，鷲見病院，聖マリアンナ医科大学病院，
聖隷浜松病院，聖隷三方原病院，聖路加国際病院，瀬口
脳神経外科病院，川内市医師会立市民病院，仙台市立病
院，総合病院北見赤十字病院，総合病院京都南病院，総
合病院国保旭中央病院，総合病院多根病院，総合病院長
浜赤十字病院，蘇生会総合病院，田岡病院，高岡市民病
院，高山赤十字病院，武田病院，館林厚生病院，秩父市
立病院，千鳥橋病院，千葉県救急医療センター，千葉県
循環器病センター，町立大淀病院，筑波記念病院，筑波
大学病院，筑波メディカルセンター，燕労災病院，帝京
大学市原病院，東海大学病院，東京医科歯科大学病院，
東京医科大学霞ヶ浦病院，東京医科大学八王子医療セン
ター，東京厚生年金病院，東京歯科大学市川総合病院，
東京女子医科大学脳神経センター，東京労災病院，東邦
大学大橋病院，東邦大学大森病院，徳島県立三好病院，
徳島大学病院，獨協医科大学越谷病院，獨協医科大学病
院，鳥取赤十字病院，鳥取大学病院，富山医科薬科大学
病院，富山県立中央病院，富山赤十字病院，豊川市民病
院，トヨタ記念病院，取手協同病院，長岡中央綜合病
院，長崎大学病院，長崎労災病院，長津田厚生総合病
院，長野県立こども病院，長野赤十字病院，中村記念病

院，中村病院，名古屋掖済会病院，名古屋第一赤十字病
院，名古屋第二赤十字病院，奈良県立医科大学病院，奈
良県立奈良病院，奈良県立三室病院，奈良友紘会病院，
成田赤十字病院，新潟県立十日町病院，新潟こばり病
院，新潟脳外科病院，西東京中央総合病院，日本医科大
学第二病院，日本医科大学千葉北総病院，日本医科大学
病院，日本赤十字社医療センター，日本大学板橋病院，
脳神経センター大田記念病院，白十字病院，函館赤十字
病院，函館脳神経外科病院，橋本市民病院，八戸市立市
民病院，浜松労災病院，半田市立半田病院，東住吉森本
病院，彦根市立病院，日高病院，日立製作所水戸総合病
院，人吉総合病院，日野記念病院，兵庫医科大学病院，
兵庫県災害医療センター神戸赤十字病院，兵庫県立淡路
病院，平鹿総合病院，平塚市民病院，広島大学病院，深
谷赤十字病院，福井県立病院，福井総合病院，福井大学
病院，福岡赤十字病院，福岡大学病院，福岡徳洲会病
院，福島県立医科大学病院，富士市立中央病院，藤田保
健衛生大学病院，古川市立病院，碧南市民病院，防衛医
科大学校病院，北摂総合病院，北斗病院，星ヶ丘厚生年
金病院，前橋赤十字病院，牧田総合病院，枡記念病院，
マツダ病院，松本病院，三重県立総合医療センター，三
重大学病院，三島社会保険病院，水原郷病院，水戸赤十
字病院，三豊総合病院，南生協病院，箕面市立病院，宮
崎県立日南病院，武蔵野赤十字病院，森山病院，焼津市
立総合病院，矢木脳神経外科病院，野洲病院，山形県立
中央病院，山形大学病院，山田赤十字病院，山梨県立中
央病院，山梨大学病院，横須賀市立うわまち病院，横浜
旭中央総合病院，淀川キリスト教病院，米沢市立病院，
龍ヶ崎済生会病院，和歌山県立医科大学病院

（以上，321 施設） （五十音順）
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Present status of severe head injured patients
with an admission Glasgow Coma Scale score

of 3 based on the Japan Neurotrauma
Data Bank

MASAHIKO UZURA

Department of Emergency and Disaster Medicine,
Juntendo University Shizuoka Hospital

(The Japan Neurotrauma Data Bank Committee)

Severe head injured patients presenting with Glasgow Coma
Scale (GCS) score of 3 have been hesitated to treat aggressively.
We analyzed present status of patients with GCS score of 3 from
the Project 2004 in the Japan Neurotrauma Data Bank.
Among 1,101 cases registered, 805 cases with GCS score of 8
or less on admission.  Of those, 215 cases with GCS score of 3
were classified the survival group (51 cases) and the dead group
(164 cases) and compared each group. 
These results showed that the characteristics associated with
favorable outcome including absence of cardiopulmonary arrest,
no abnormality of pupil findings, stable condition of respira-
tion and circulation, serum glucose level (less than 184 mg/dl),
absence of initial CT findings including skull base fracture,
pneumocephalus and subarachnoid hemorrhage, no serious
extracranial injures including Injury Severity Scale score of less
than 25, critic al care including intracranial pressure monitoring
and tem perature management. 
We suggest that it is important to treat brain and systemic
problems aggressively in severe head injured patients with
GCS score of 3.

7

原　　著

Ⅰ ────────────── 目　　的─

頭部外傷は，若年成人での死亡と後遺症における

重要な原因の 1 つである。本邦においてもその現状

を把握するために，頭部外傷データバンクが組織さ

れ，活動中である。今回，重症頭部外傷の中でも最

重症と考えられる Glasgow Coma Scale（GCS）で 3

点を呈した症例における現状を把握するために検討

した。

Ⅱ────────────── 方 法 ─

2004 年 7 月から 2006 年 6 月までの 2 年間に，参

加 19 施設に登録された 1,101 例の頭部外傷のうち，

GCS が 8 点以下の重症頭部外傷は 805 例であった。

このうち，GCS が 3 点であった 215 例を検討の対

象とした。これらを退院時転帰から，生存（S）群（51

例）と死亡（D）群（164 例）に分類し，来院時所見，画

像所見等を比較検討した。統計学的検定は，t 検定

または χ2 検定を用い，結果は平均 ± 標準偏差（SD）

または合計数で示し，p<0.05 を有意差ありとした。
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Ⅲ────────────── 結　　果 ─

年齢は，S 群 50.2 ± 22.5 歳，D 群 52.5 ± 23.6 歳で，

性別は，S 群が男性 39 例：女性 12 例，D 群が男性

114 例：女性 50 例で，どちらも両群間に明らかな差

はみられなかった。受傷機転は，S 群が交通事故 25

例：非交通事故 26 例，D 群が交通事故 89 例：非交

通事故 75 例で，両群間に明らかな差はみられな

かった。病院までの搬送時間は，S 群 114.0 ± 219.0

分，D 群 86.7 ± 178.4 分で，両群間に明らかな差は

みられなかった（Table 1）。

来院時所見では，瞳孔異常の出現は，S 群 20／52

例（38.5％），D 群 145／162 例（89.5％）で，D 群に多

くみられた（p<0.001）。来院時心肺停止（CPA）例は，

S 群 3／51 例（5.9％），D 群 41／163 例（25.2％）で，D

群に多くみられた（p=0.0055）（Table 2）。バイタルサ

インでは，収縮期血圧は，S 群 132.7 ± 42.7 mmHg，

D 群 97.8 ± 70.1mmHg（p=0.0011）で，心拍数は，S

群 100.0 ± 35.3／分，D 群 78.3 ± 48.6／分（p=0.0034）

で，呼吸数は，S 群 22.0 ± 9.5／分，D 群 14.8 ± 11.8／

分（p=0.0002）で，いずれも S 群が高かった。体温は，

S 群 35.7 ± 1.7℃，D 群 35.5 ± 1.4℃で，両群間に明

らかな差はみられなかった（Table 3）。

血液検査所見では，pH は，S 群 7.310 ± 0.151，D

群 7.168 ± 0.633 で，PaO2は，S 群 270.5 ± 156.7 torr，

D 群 237.1 ± 166.8 torr，PaCO2は，S 群 44.2 ± 18.7

torr，D 群 49.0 ± 24.1 torr で，いずれも両群間で明

らかな差はみられなかった。血糖は，S 群 184.0 ±

67.9 mg/dl，D 群 230.0 ± 101.5 mg/dl で，D 群が高

かった（p=0.0036）（Table 4）。

頭部 CT 所見では，Diffuse injury（DI）と Mass

lesion（ML）に分類してみると，S 群で DI  20 例：ML

31 例，D 群で DI  66 例：ML  98 例で，両群間で明

らかな差はみられなかった。頭蓋底骨折の合併は，

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 Prehospital data

Survival group Dead group p value

Age（year old） 50.2±22.5 52.5±23.6 0.5453

Male 39 114
0.3380

Female 12 50

Traffic accident 25 89
0.5119

Non-traffic accident 26 75
Transportation time

（min.） 114.0±219.0 86.7±178.4 0.4242
Mean ± SD

Table 2 Admission data (1)

Survival group Dead group p value

Pupils abnormality
20 ⁄ 52 145 ⁄ 162

<0.001
38.5％ 89.5％

CPA
3 ⁄ 51 41 ⁄ 163

0.0055
5.9％ 25.2％

CPA: cardiopulmonary arrest

Table 3 Admission data (2)

Survival group Dead group p value

Systolic BP（mmHg） 132.7±42.7 97.8±70.1 0.0011

HR（/min.） 100.0±35.3 78.3±48.6 0.0034

RR（/min.） 22.0±9.5 14.8±11.8 0.0002

BT（˚C） 35.7±1.7 35.5±1.4 0.4147
Mean ± SD

BP: blood pressure, HR: heart rate, RR: respiratory rate,
BT: body temperature

Table 4 Laboratory findings

Survival group Dead group p value

pH 7.310±0.151 7.168±0.633 0.1253

PaO2（torr） 270.5±156.7 237.1±166.8 0.2218

PaCO2（torr） 44.2±18.7 49.0±24.1 0.1980

Glucose（mg/dl） 184.0±67.9 230.0±101.5 0.0036
Mean ± SD
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S 群 10／44 例（22.7％），D 群 59／128 例（46.1％）（p=

0.0066）で，気脳症は，S 群 8／49 例（16.3％），D 群

53／157 例（33.8％）（p=0.0196）で，くも膜下出血は，

S 群 29／49 例（59.2％），D 群 126／156 例（80.8％）

（p=0.0021）で，いずれも D 群に多くみられた。脳室

内出血は，S 群 7／51 例（13.7％），D 群 33／158 例

（20.9％）で，両群間で明らかな差はみられなかった

（Table 5）。

Injury Severity Scale（ISS）は，S 群 24.9 ± 9.5 点，

D 群 33.2 ± 16.2 点で，D 群が高かった（p=0.0005）。

Abbreviated Injury Scale（AIS）を各部位からみると，

頭頸部は，S 群 4.2 ± 0.9 点，D 群 4.5 ± 0.7 点で，D

群が高かった（p=0.0119）。顔面は，S 群 1.4 ± 0.8 点，

D 群 1.9 ± 1.2 点で，両群間で明らかな差はみられな

かった。胸部は，S 群 2.4 ± 1.5 点，D 群 3.7 ± 1.4 点

（p=0.0002）で，腹部は，S 群 1.4 ± 1.3 点，D 群 2.6 ±

1.7 点（p=0.0313）で，四肢は，S 群 1.6 ± 1.1 点，D

群 2.5 ± 1.3 点（p=0.0060）で，いずれも D 群が高かっ

た。皮膚は，S 群 0.9 ± 0.6 点，D 群 1.0 ± 0.5 点で，

両群間で明らかな差はみられなかった（Table 6）。

治療に関しては，過換気は，S 群 4／51 例（7.8％），

D 群 11／162 例（6.8％）に施行されたが，両群間で明

らかな差はみられなかった。低体温と積極的平温管

理を含む体温管理は，S 群 24／51 例（47.1％），D 群

25／159 例（15.7％）（p<0.001）で，頭蓋内圧（ICP）モ

ニタリングは，S 群 18／51 例（35.3％），D 群 29／162

例（17.9％）（p=0.0090）で，いずれも S 群に多く施行

されていた（Table 7）。S 群の退院時転帰は，Good

recovery 8 例 ，Moderate disability 7 例 ，Severe

disability 11 例，Vegetative state 25 例であった。

神経外傷Vol.34 2011

Table 5 Cranial CT finfings

Survival group Dead group p value

Diffuse injury 20 66
0.8958

Mass lesion 31 98

Skull base fracture
10 ⁄ 44 59 ⁄ 128

0.0066
22.7％ 46.1％

Pneumocephalus
8 ⁄ 49 53 ⁄ 157

0.0196
16.3％ 33.8％

SAH
29 ⁄ 49 126 ⁄ 156

0.0021
59.2％ 80.8％

IVH
7 ⁄ 51 33 ⁄ 158

0.2584
13.7％ 20.9％

SAH: subarachnoid hemorrhage, IVH: intraventricular
hemor rhage

Table 6 Admission data (3)

Survival group Dead group p value

ISS 24.9±9.5 33.2±16.2 0.0005

Head & neck 4.2±0.9 4.5±0.7 0.0119

Face 1.4±0.8 1.9±1.2 0.0994

Chest 2.4±1.5 3.7±1.4 0.0002

Abdomen 1.4±1.3 2.6±1.7 0.0313

Extremities 1.6±1.1 2.5±1.3 0.0060

Skin 0.9±0.6 1.0±0.5 0.8789
Mean ± SD

ISS: Injury Severity Score

Table 7 Treatment methods

Survival group Dead group p value

Hyperventilation
4 ⁄ 51 11 ⁄ 162

0.7977
7.8％ 6.8％

Temperature
management

24 ⁄ 51 25 ⁄ 159
<0.001

47.1％ 15.7％

ICP monitoring
18 ⁄ 51 29 ⁄ 162

0.0090
35.3％ 17.9％

ICP: intracranial pressure
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Ⅳ────────────── 考　　察 ─

重症頭部外傷の転帰は，プレホスピタルの段階か

ら積極的な対応を心がけることで，良好な転帰を得

る努力が続けられている 7）。しかし，来院時 GCS

が 3 点の場合は，死亡率が 42〜100％と高く，特に

両側瞳孔が固定し散大した症例では死亡率が高く，

積極的治療の導入および継続への慎重な配慮も検討

されてきた。しかし，良好な機能予後を得られる例

もあり，たとえ GCS が 3 点であっても，頭部外傷

治療に大きく影響する他部位外傷がなければ積極的

に治療するべきと考えられている 2,3,4,6）。

症例の選択に違いはあるが，主として頭部外傷へ

の積極的治療を導入することで良好な転帰を期待で

きる因子として，① 年齢（55 歳未満），② 反応のあ

る瞳孔，③ 来院時低血圧がない，④ 硬膜外血腫除

去を施行，⑤ 脳底槽が描出，⑥ 正中偏位がない，⑦

穿通性外傷ではない，などが挙げられている 1,2,4,5）。

重症頭部外傷に程度の差はあれ他部位外傷を合併し

た症例を含む本検討からは，① 来院時 CPA ではな

い，② 瞳孔異常所見がない，③ 安定した呼吸循環

動態 （収縮期血圧 132 mmHg 以上，心拍数 100／分

以上，呼吸数 22／分以上），④ 血糖が 184 mg/dl 以

下，⑤ 頭部 CT にて，頭蓋底骨折，気脳症，くも膜

下出血がない，⑥ ISS が 25 点以下で，重篤な頭蓋

外外傷がない（AIS で，胸部 3 点未満，腹部 2 点未

満，四肢 2 点未満），等の因子が挙げられた。ICP

モニタリングや体温管理は，重症頭部外傷における

標準的な治療手段であり，生存群に多く使用されて

いた。しかし，施設間で統一したプロトコールを使

用してはいないため，更なる研究が望まれる。ま

た，バイタルサインである収縮期血圧，心拍数，呼

吸数と血糖に関しては，生存群と死亡群との間に有

意差がみられたが，いずれも生理学的に正常範囲か

ら大きく逸脱していない。ある一時点の結果で予後

を予測することは難しく，来院時の頭部と他部位の

評価，受傷前の全身状態や基礎疾患などの情報を参

考にすべきと考えられた。

よって，GCS が 3 点の重症頭部外傷の場合は，

脳の評価だけでなく，呼吸循環機能を中心とした全

身の評価を迅速に行いつつ，特に上記因子を迅速に

把握しながら，症例毎に必要があれば他部位への管

理を含めた神経集中治療を関連各科と協力しながら

進めていくことで良好な転帰が期待できると考えら

れた。
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短　　報

Ⅰ────────────── はじめに ─

日本頭部外傷データバンク（Japan Neurotrauma

Data Bank, JNTDB）検討委員会ではこれまで主に重

症頭部外傷，脳神経外科手術例を対象として，プロ

ジェクト 1998 とプロジェクト 2004（P2004）の 2 つ

の大規模研究を行い，それぞれ 1002 例，1101 例が

登録された 2,3）。一方，2005 年 6 月には脳神経外科

学会専門医訓練施設等における頭部外傷入院例を対

象として，One Week Study（OWS）を施行し，321

施設から 802 例が集積された 4）。

今回は P2004 における重症例が当時のわが国の頭

部外傷重症例の実情を反映しているかを検討する目

的で，同時期に施行された OWS の重症例と比較検

討したので報告する。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

重症頭部外傷例（搬入時 Glasgow Coma Scale

（GCS）score 3〜8）は，P2004 では 1101 例中 826 例

（75％），OWS では 802 例中 107 例（13％）であり，

これらを対象とした。分析項目は年齢分布，性別，

受傷原因，GCS score，CT 所見，多発外傷および脳

神経外科的減圧術（血腫除去術，内・外減圧術，脳

室ドレナージ術）の 7 項目である。統計学的解析に

は Chi-square test を用い，5％未満を有意とした。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

（1）年齢分布・性差

年齢分布を Fig.1 に呈示した。OWS ではほぼ均等

神経外傷Vol.34 2011
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な分布を示したのに対し，P2004 では若年者と高齢

者に多いという二峰性を呈し，その分布は両研究間

に統計学的有意差を認めた（p<0.0001）。なお，平均

年齢（中央値）は OWS では 46.4 ± 26.5（49）歳，P2004

では 49.9 ± 24.2（54）歳であった。また性差に関して

は，男性が OWS，P2004 でそれぞれ 70％, 71％を占

め，両研究間に差を認めなかった。

（2）受傷原因（Table 1）

受傷原因は OWS，P2004 ともに交通事故が多く，

それぞれ 57％，54％を占めた。また転落・転倒は

OWS では 34％，P2004 では 36％であり，受傷原因

の分布は両研究間で差を認めなかった。

さらに，交通事故を受傷者側からみて，四輪車

群，二輪車群，自転車群，歩行者群の 4 群に分類す

ると，OWS では二輪車群，P2004 では歩行者群が

多い傾向にあったが，その頻度は両研究間に差を認

めなかった。

（3）Glasgow Coma Scale score（Fig.2）

GCS score は P2004 で 5 が少ない傾向にあった

が，その分布には両研究間に差を認めなかった。な

お，平均 GCS score（中央値）は OWS，P2004 でそ

れぞれ 5.1 ± 1.8（5），5.2 ± 1.8（5）であった。

（4）CT 所見（Table 2）

CT 所見の分類は OWS と P2004 で異なり，正確

な比較は困難である。大局的に局所性損傷とびまん

性損傷に分類すると，両研究ともに局所性損傷が最

も多く，OWS では 47％，P2004 では 60％を占め，

損傷の分布は両研究間に差を認めなかった。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Age distribution in two groups.

OWS: One Week Study, P2004: Project 2004

Cause of injury One Week Study Project 2004

Traffic accident 61（57％） 448（54％）

Fall ⁄ Tumble 36（34％） 299（36％）

Others 10（ 9％） 79（10％）

Total 107 826

Cause of traffic accident One Week Study Project 2004

4-wheel vehicle 12（20％） 72（16％）

Motorcycle 22（36％） 125（28％）

Bicycle 10（16％） 98（22％）

Pedestrian 17（18％） 129（29％）

Others ─ 24（ 5％）

Total 61 448

Table 1 Cause of injury in two groups
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（5）多発外傷および脳神経外科的減圧術の頻度
（Fig.3）

多 発 外 傷 の 頻 度 は OWS で 36.4％ ，P2004 で

47.8％ で あ り ， 後 者 で 有 意 に 高 率 で あ っ た

（p=0.0265）。一方，脳神経外科的減圧術の頻度は

OWS，P2004 でそれぞれ 27.1％, 31.6％であり，両

研究間に差を認めなかった。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

Project 2004 は JNTDB 検討委員会で指定された

19 施設で，2004〜2006 年の約 2 年間に行われた研

究結果である 2,3）。対象は搬入時重症例（GCS 3〜8），

搬入後悪化例（talk and deteriorate 例を含む）および

脳神経外科手術例で，分析項目は 100 項目に及ぶ。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.2 Distribution of Glasgow Coma Scale in two groups.

OWS: One Week Study, P2004: Project 2004

Fig.3 Incidence of multiple systemic injury and neurosurgical
decompression in two groups.

OWS: One Week Study, P2004: Project 2004

CT findings One Week Study Project 2004

Focal 49（47％） 497（60％）

Diffuse 38（37％） 329（40％）

Focal + Diffuse 17（16％） ─

Total 104 826

Table 2 CT findings in two groups
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一方，OWS は 2005 年 6 月に日本脳神経外科学会専

門医訓練施設（A／C 項）および一部の救命救急セン

ターを対象とした頭部外傷入院例の悉皆調査（紙

ベースのアンケート調査）であり 4），わが国の脳神

経外科専門医訓練施設の約 1／4 などから集積された

ものであるため，当時のわが国の頭部外傷の実態を

ほぼ表しているものと思われる。調 査 項 目は

JNTDB プロトコール作成委員会で種々議論の上 9

項目に限定したが，これは欠落データを極力少なく

し研究の質を保つための方針であった。しかし実際

には OWS で欠落データが多く，改めて全国調査の

難しさを痛感している 4）。

今回は OWS と P2004 の比較が可能である重症例

について比較検討した。

まず年齢分布は両研究間で差がみられたが，この

原因として OWS では絶対的な症例数が少ないこ

と，また OWS では救急 1・2 次病院からの登録が

圧倒的多数を占めたのに対し 4），P2004 では救急

2・3 次病院からの集積であったことが考えられる 2,3）。

性差，受傷原因は両研究間に差がなく，また交通事

故の詳細な分析についても多少のばらつきはあるも

のの有意差を認めなかった。しかし両研究の分析結

果は交通安全白書にみられる交通事故の状態別負傷

者数の頻度と異なる 1）。この理由として，今回は分

析症例を重症例に限定したことが推察される。

さらに GCS の分布，CT 所見の分類および脳神経

外科的減圧術の頻度も両研究間に差を認めなかった

が，多発外傷の頻度は P2004 で有意に高率であっ

た。この理由は明らかではないが，P2004 の 19 施

設には 3 次救命救急センターが併設されている施設

が多く，より多くの重症多発外傷例が搬入されてい

たと推定される 4）。

以上より，P2004 は 2005 年当時におけるわが国

の頭部外傷重症例の実態をほぼ反映している傾向に

あったが，完全とはいえない結果であった。この一

因として，調査項目の分類の違いが挙げられる。

JNTDB 検討委員会では 2012 年 6 月に再度 One

Week Study を計画しているが，今回の問題点を十

分に検討し，調査項目を一部改訂して施行したいと

考えている。
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短　　報

Ⅰ────────────── はじめに ─

頭部外傷データバンク（Japan Neurotrauma Data

Bank, JNTDB）・プロジェクト 2004（P2004）の対象

は主に重症頭部外傷であった。これに対し，当時の

わが国における頭部外傷の全体像を把握するため，

2005 年に頭部外傷全入院例を対象とした One Week

Study（OWS）が行われた。

同時期に行われた両研究の小児例を比較し，P2004

が当時の小児頭部外傷の実態を反映していたか否か

を検討した。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

両研究の受傷時満 16 歳未満の小児例を対象とし

た。P2004 の対象は搬入時または悪化後の Glasgow

Coma Scale（GCS）8 以下の重症頭部外傷例および中

等症・軽症頭部外傷手術例であり，OWS の対象は

頭部外傷全入院例である。

P2004 は 2004 年から 2006 年の 2 年間に 19 施設

（2 次・3 次救急病院）から 1101 例が登録された。一

方，OWS は 2005 年 6 月 20 日から 26 日の 1 週間に

脳神経外科専門医訓練施設（A 項・C 項）321 施設か

ら 802 例が集積された。

年齢別に 0〜1 歳，2〜5 歳，6〜10 歳，11〜15 歳

の 4 グループに分け，検討項目は，受傷時年齢，受

傷原因，来院時 GCS，CT 所見（びまん性脳損傷，

局所性脳損傷），多発外傷の有無，脳神経外科的減

圧術（開頭血腫除去術，減圧開頭術）の有無とした。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

P2004 に登録された小児例は 101 例（9.2％）であ

り，うち来院時 GCS 8 以下の重症例は 74 例であっ

神経外傷Vol.34 2011
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た。一 方，OWS に登 録された小 児 例は 159 例

（19.8％）であり，重症例は 14 例のみであった。

（1）受傷時年齢（Fig.1）

P2004，OWS ともに 6〜10 歳のグループにピー

クを認めた。OWS では，重症例に限ると 0〜1 歳に

5 例，6〜10 歳に 9 例のみであった。

（2）受傷原因（Fig.2）

P2004 では 0〜1 歳で交通事故と転落・転倒が同数

であったが，それ以上の年齢層では交通事故が大半

を占めていた。一方，OWS では 5 歳以下は転落・

転倒が多く，6 歳以上になると交通事故と転落・転

倒が同程度であった。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Age distribution.

Fig.2 Etiology of injury.
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重症例に限ると両研究とも交通事故の割合が高く

なり，P2004 で 57 例（77.0％），OWS では 10 例

（71.4％）であった。重症例における交通事故の内訳

は，P2004 では四輪車 11 例，二輪車 3 例，自転車

25 例，歩行者 26 例，記載なし 7 例であり，OWS

では四輪車 3 例，二輪車 0，自転車 2 例，歩行者 5

例であった。

（3）来院時 GCS（Fig.3）

P2004 には中等症・軽症頭部外傷非手術例が含ま

れていないため，GCS の分布は重症側に偏ってい

る。OWS は重症例が 14 例（8.8％）のみであった一

方で，来院時 GCS 13 以上の軽症例が圧倒的に多く，

117 例（73.6％）を占めていた。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.3 Distribution of GCS score.

Fig.4 CT findings.
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（4）CT 所見（Fig.4）

P2004 では Traumatic Coma Data Bank（TCDB）

の CT 分類を用いているのに対し，OWS は局所性

損傷かびまん性損傷かに分類するのみであり単純比

較はできないが，TCDB の mass lesion を局所性損

傷，diffuse injury（DI）2〜4 をびまん性損傷，DI 1

を異常所見なしとみなして比較を試みた。

P2004 では，10 歳以下はびまん性損傷が多く，11

歳以上は局所性損傷が多かった。重症例に限っても

同様の結果であった。

一方，OWS では，異常所見なしの割合が 50.9％

（81 例）と高かったが，異常所見を認める場合は局所

性損傷が多かった。重症例に限ると異常所見なしの

割合は 21.4％（3 例）に低下した。P2004 重症例におけ

る異常所見なし（DI 1）は 6.8％（5 例）のみであった。

（5）多発外傷の有無

OWS に合わせ，頭部以外に abbreviated injury

scale スコア 3 以上の部位を合併している例を多発

外傷と定義した。

多発外傷例は P2004 では 35 例（34.6％），OWS で

は 13 例（8.2％）と前者で多く，重症例に限っても

P2004 は 32 例（43.2％），OWS は 3 例（21.4％）と前

者で多かった。

（6）脳神経外科的減圧術の有無

血腫除去術（開頭・穿頭）・減圧開頭を外科的減圧

術と定義した。

P2004 では 37 例（36.6％）に，OWS では 9 例

（5.7％）に行われており，P2004 で減圧術の施行率が

高かった。しかし重症例に限ると，P2004 では 20

例（27.0％），OWS では 3 例（21.4％）に行われてお

り，差を認めなかった。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

JNTDB P2004 は主に重症頭部外傷を対象として

おり，また，参加施設も 2 次・3 次救急病院の 19 施

設であるため，患者背景などに偏りを孕んでいる可

能性があった。このため P2004 登録期間中に，わが

国における頭部外傷全入院例の実態を調査する目的

で OWS が行われた。

前述の通り両研究は対象が異なるため，全例の直

接比較は意味をなさない。OWS の小児重症例は 14

例と少ないが，以下では重症例同士を比較し考察を

加える。

年齢の中央値は，P2004 が 7 歳，OWS が 7.5 歳

と同程度であった。受傷原因は，両研究とも交通事

故が大半を占めていた。交通事故の内訳は，当然な

がら二輪車が少ないのは共通していた。また，来院

時 GCS，脳神経外科的減圧術の施行率には差を認

めなかった。

CT 所見は，両研究で分類法が異なるためか共通

点は見出せなかった。

P2004 で多発外傷の頻度が高かった。この原因と

して，P2004 参加施設に 3 次救急病院が多く，重症多

発外傷例も必然的に多くなったことが考えられる 1）。

以上から，患者背景については P2004 は当時のわ

が国における小児重症頭部外傷の実態をある程度反

映しているものと思われた。しかし CT 分類が両研

究間で大きく異なるため比較が困難であった。今後

予定されている OWS 2012 では，現在進行中のプロ

ジェクト 2009 など他の研究と直接比較できるよう

デザインする必要があると思われた。
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in secondary medical service centers
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Objective : Despite neurotrauma treatment practices compris-
ing a significant amount of neurosurgical work for secondary
medical service centers, little attention has been placed on
neuro trauma cases and evaluation of current neurotrauma
treatment practices is limited.  Therefore we investigated cur -
rent neurotrauma practices in our hospital located in a Japanese
suburban city.

Method: We analyzed 439 patients with traumatic brain
injury (TBI) admitted to our hospital between April 2004 and
October 2010.  Patients were divided into three groups based
on the Glasgow Coma Scale (GCS) score on admission: mild
TBI (GCS 14 – 15) in 252 patients (57.4%), moderate TBI (GCS
9 – 13) in 116 patients (26.4%), and severe TBI (GCS 3 – 8) in 71
patients (16.2%).  Age, gender, alcohol consumption, cause of
injury, cranial CT findings, neurosurgical procedure, length of
hospital stay, and clinical outcome were analyzed.

Results : The average age of the patients was 59.2 years old.
Male patients comprised 65%.  Alcohol consumption was
reported in 81 cases (18.5%), most of them with moderate TBI.
Fall (208 cases, 47.4%) was the most frequent cause of injury,
followed by traffic accident (115 cases, 26.2%) and high fall (73
cases, 16.6%).  Acute subdural hematoma (174 cases, 39.6%)
was most frequently seen in cranial CT findings on admission,
which significantly increased with severity.  A neurosurgical
procedure was performed for 70 cases (15.9%), of which 15
(6.0%) were mild TBI and 18 (15.5%) were moderate TBI.  The
average hospital stay was 20.8 days, which significantly in -
creased with severity.  The overall rate of favorable outcome
was 82.7%, and mortality was 8.2%; outcome deteriorated with
severity.

Conclusion: Some mild and moderate TBI cases had deterio-
rated and required surgery or resulted in death.  These find-
ings suggest that cautious treatment is necessary even in mild
to moderate TBI cases which are often encountered in second-
ary medical service centers.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

二次救急病院の脳神経外科において頭部外傷によ

る救急搬送は，脳血管障害による救急搬送と同様に

多く見受けられ，頭部外傷診療は日常の脳神経外科

診療の中でも多くを占めている。しかし，特に軽

神経外傷Vol.34 2011
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症・中等症の頭部外傷においては積極的に手術の適

応や薬物治療の適応にならず，脳神経外科医にとっ

てあまり興味の対象とはなりづらい。そのため，頭

部外傷に関する疫学的研究は重症例や手術症例に限

定したものが多く 1,11），日常の頭部外傷診療の実態

を把握するには困難である。そこで，本稿では地域

の救急基幹病院（二次救急）である当院に搬送され入

院となった頭部外傷（軽症・中等症も含める）全症例

を対象として疫学的調査を行い，頭部外傷診療の現

状について検討し報告する。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

対象は 2004 年 4 月から 2010 年 10 月までに健和

会大手町病院脳神経外科に頭部外傷を契機に入院と

なった 439 例とした。搬入時の Glasgow Coma Scale

（GCS）score をもとに，軽症群（GCS 14〜15），中等

症群（GCS 9〜13），重症群（GCS 3〜8）に分類し，

対象症例の年齢，性別，飲酒の有無，受傷機転，頭

部 CT 所見，手術の有無，入院期間，退院時転帰に

ついて検討した。

飲酒の有無については，アルコール血中濃度の測

定を全例に施行しているわけでなく病歴などから飲

酒が疑われるものも含むこととした。転帰について

は，退院時の Glasgow Outcome Scale（GOS）によっ

て判定した。Good recovery，Moderate disability を

favorable outcome とした。統計学的分析について

は，Fisher's PLSD を用いて行い，危険率 5％未満を

もって統計学的有意差とした。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

（1）患者背景

全症例の平均年齢は 59.2 ± 24.1 歳（mean ± S.D.）

で，男性比が 0.65 であった。重症度は，重症群が

71 例（16％），中等症群が 116 例（26％），軽症群が

252 例（58％）であった。重症度別に検討すると，重

症群では平均年齢が 61.6 ± 19.8 歳，男性比が 0.72

で中等症群では 60.9 ± 22.3 歳，0.66，軽症群では

57.8 ± 26.0 歳，0.62 であった。それぞれ統計学的な

有意差は認められなかった。

（2）飲酒の有無

飲酒を認めた症例は 81 例（18.5％）であった。軽症

群では 32 例（12.7％）に対して中等症群では 35 例

（30.2％）と有意に上昇していた（Fig.1）。重症群では

14 例（19.7％）に飲酒を認めた（Fig.1）。

（3）受傷機転

受傷機転は転倒（208 例：47.4％），交通事故（115

例：26.2％），転落（73 例：16.6％），不明（27 例：

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Incidence of patients with alcohol consumption by TBI severity.
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6.2％），その他（16 例：3.6％）の順であった。

重症度別に検討すると，それぞれ受傷機転の順位

は変わらないが重症群において不明の割合が有意に

増加していた（Fig.2）。

（4）頭部ＣＴ所見

頭部 CT 所見は急性硬膜下血腫（174 例：39.6％），

外傷性くも膜下出血（88 例：20.0％），脳挫傷（75

例：17.1％），急性硬膜外血腫（53 例：12.1％），異常

所見なし（27 例：6.2％），骨折のみ（22 例：5.0％）の

順であった。

重症群において急性硬膜下血腫の割合が有意に多

かった（Fig.3）。外傷性くも膜下出血の割合が重症群

では 8 例（11.3％）に対して中等症群では 28 例

神経外傷Vol.34 2011

Fig.2 Cause of injury by TBI severity.

Fig.3 Cranial CT findings on admission by TBI severity.
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（24.1％）と有意に多かった（Fig.3）。また，骨折のみ

の割合と異常所見なしの割合が軽症群で有意に多

かった（Fig.3）。

（5）手術の有無

頭部外傷に対して入院中に手術を施行した症例は

70 例（15.9％）であった。

軽症群では 15 例（6.0％），中等症群では 18 例

（15.5％），重症群では 37 例（52.1％）と重症度が増す

につれて手術の施行率は有意に増加した（Fig.4）。

（6）入院期間

入院期間は平均で 20.8 ± 32.9 日であった。

軽症群では 13.7 ± 19.7 日であったのに対して，中

等症群では 25.9 ± 40.8 日，重症群では 37.8 ± 46.0 日

と有意に増加していた。

（7）退院時転帰

Favorable outcome の 率 は 82.7％ ，mortality は

8.2％であった。

重症度別に検討すると，favorable outcome の率は

軽症群で 95.6％，中等症群にて 78.5％，重症群にて

43.7％と重症化するにつれ有意に減少した（Fig.5）。

また，mortality は軽症群にて 2.3％，中等症群にて

11.2％，重症群にて 23.9％と重症化するにつれ有意

に上昇した（Fig.6）。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

日本頭部外傷データバンク（JNTDB）の Project

1998 ならびに 2004 における対象症例の平均年齢は

それぞれ 47.4 歳，49.6 歳であった 11）のに対して本

研究では平均年齢 59.2 歳と 10 歳ほど高齢であった。

これは，近年の特に地方都市における高齢化の影響

かと思われる。また，頭部外傷の 80〜90％が軽症頭

部外傷，4〜10％が中等症頭部外傷，5〜10％が重症

頭部外傷とされている 9,13）が，本研究においては全

体的に重症度が高かった。加齢とともに重症度が高

く転帰の悪化を認めるとされている 6）が，先程述べ

たように，本研究では高齢化の影響を受けており結

果的に重症度が上がっているものと思われた。ま

た，当院は在籍する医療圏の中でも外傷診療に積極

的に取り組んでいる病院であるため，重症度の高い

外傷患者が搬入されている可能性もある。

JNTDB Project 1998 では飲 酒を認めた症 例は

24％であり本研究と大きな差は認めなかった 10）。本

研究では，中等症群において飲酒率が有意に上昇し

ていたが，JNTDB でも重症例において有意に飲酒

率が高かった 10）。これまでの報告においても飲酒群

では，搬入時の重症度が高く転帰も不良であるとさ

神経外傷Vol.34 2011

Fig.4 Incidence of neurosurgical procedures by TBI severity.
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れている 2,5）。これらの原因として，ヘルメットや

シートベルトの着用率が低いこと 10）や飲酒群では入

院後に思わぬ外傷が発見されたり，全身合併症の率

が高いこと 2,5）が挙げられている。今回は，当院に

おいて詳細な検討はされていないが今後の検討課題

である。

宮城頭部外傷研究会による多施設共同調査による

と，受傷機転は交通事故，転倒，転落の順に多かっ

た 6）。JNTDB においても交通事故による受傷が最

も多かったが，Project 1998 では 65％，Project 2004

では 54％と減少傾向にあった 12）。これは，2001 年

の道路交通法の改正以降の全国的な動向と一致す

る。我々の施設では，転倒，交通事故，転落の順で

これまでの報告とは異なる結果であった。原因の一

つとして，交通事故の減少がある。また，あらゆる

救急患者を受け入れている二次救急病院にとって

は，介護施設あるいは自宅から高齢者の転倒による

救急受診が増加していると思われる。その結果，当

院においては転倒による受傷が最も多くなった。さ

らに受傷機転が不明の患者群が重症群において有意

に増加していた。これらの患者群の多くは，目撃者

がなく屋外に長時間倒れていたところを発見され救

急搬送されたケースで受傷後長時間経過しており重

症度も高くなったものと思われた。

頭部 CT 所見としては，宮城頭部外傷研究会によ

る多施設共同調査や JNTDB においては，急性硬膜
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Fig.5 Percentage of favorable outcome by TBI severity.

Fig.6 Mortality by TBI severity.
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下血腫とびまん性脳損傷の割合はほぼ同等かびまん

性脳損傷の方がやや高い結果であった 7）のに対し

て，我々の施設では急性硬膜下血腫の割合がびまん

性脳損傷の割合を大きく上回っていた。先程も述べ

たように，今回の調査では高齢者の転倒患者が増加

しており，若年者の交通事故が減少しているのが原

因と思われる。このように，対象年齢や受傷機転の

変化により頭部外傷の病態も変化していると思われ

た。軽症群においては異常所見なしの患者が有意に

増加している。この結果は経過観察入院の患者を反

映していると思われた。頭部 CT 所見が正常で神経

学的異常がなければその後悪化する可能性は極めて

低く，帰宅させてよいとする報告が多いが 14），特に

高齢者に対して過剰な心配あるいは介護の疲れから

か経過観察入院を希望される場合が多い。また，明

らかな意識消失，健忘，失見当識のあった軽症頭部

外傷（GCS 13〜15）に対して頭部 CT 検査施行のガ

イドラインが定められている 15）。このガイドライン

に従って CT 撮影を行えば，治療の必要な症例を

98.4〜100％の確立で診断が可能で頭部 CT 検査の施

行率は 35〜54％まで抑制できた 15）。小児の被爆に

よる成長障害に対する関心が近年高まっており，日

本においても軽症頭部外傷に対する検査や治療のガ

イドラインが必要であると思われる。

手術の施行率は，一般的に軽症群で 1〜10％，中

等症群で 13〜16％であり 3,4,14,17），我々のデータと

同等であった。軽症群，中等症群においても手術が

必要となる症例が案外多いことを示しており，頭部

打撲等の ER 診療においても慎重な経過観察が必要

である根拠となる。意識消失や嘔吐，頭痛あるいは

骨折などが伴うと手術の施行率が上昇しており 14），

さらなる注意が必要である。また，我々の施設では

前述したように重症群において急性硬膜下血腫の割

合が高いため，手術の施行率も JNTDB と比較して

高かった 11）。

本研究では入院時の重症度が上がると，favorable

outcome の率が有意に減少し mortality が上昇した。

転帰を予想する臨床的所見としては，年齢，初診時

の意識レベル（GCS），対光反射の有無がある 8,18）。

当然，搬入時の重症度が高いと転帰は悪くなってし

まう。また，頭部 CT 検査所見から正中偏位やくも

膜下出血，脳室内出血の有無や血腫量から転帰が予

想される 8）。これらの因子から転帰を予想しなが

ら，患者家族にも病状を説明し治療にあたらなけれ

ばならない。軽 症 群，中 等 症 群での favorable

outcome の率は，それぞれ 95.6％，78.5％とこれま

での報告と同程度であった 3,17）。しかし，重症群の

favorable outcome の率は 43.7％と JNTDB と比較

しても非常に良好な成績である 11）。大学病院（山口

大学）における重症頭部外傷治療成績（favorable

outcome 45.7％，mortality 20.3％）と同程度であっ

た 16）。当院のスタッフは大学病院からの派遣医師で

構成されており，大学病院と同一プロトコールを用

いて脳神経外科診療を行っている。同一医局の関連

病院内においては，同一プロトコールを用いること

によって治療の標準化ならびに治療成績の均一化が

できていると思われた。

Ⅴ────────────── おわりに ─

高齢化や交通事故の減少により，頭部外傷の病型

の分布が変化してきている。それに伴い頭部外傷症

例に対する開頭術が増加していた。軽症・中等症の

頭部外傷においても重症化し手術が必要となる症例

が少なくなく，このような症例を適切に診療できる

ガイドラインが望まれる。各施設がプロトコールを

共有することによって治療の標準化，治療成績の均

一化は可能であり，二次救急病院においても施行可

能なガイドラインを作成し頭部外傷治療成績の向上

に努めたい。
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Objectives : In recent years, traumatic care in Japan was ad -
vanced as standardized methodology was adopted in many hos -
pitals including rural regions, where our hospital (Kumamoto
Rosai Hospital) was not exception.  To improve traumatic care,
we adopted Japan advanced trauma evaluation and care (JATEC)
as a standard following national guidelines.  However, honest
reports with respect to traumatic care actually being imple-
mented in rural hospital was still rare, so that it was very
much expected to highlight the true nature of traumatic care
in Japan.  We report the review of 263 cases treated as high-
energy trauma that our hospital experienced from January
2009 to August 2010. 

Results : We categorized those traumatic cases according to
affected body parts, severity, and clinical outcomes.  We espe-
cially focused on the evaluation of the dead cases and multi-
ple injuries based upon abbreviated injury score (AIS) by
calculating probability of survival (Ps) yielded by trauma and
injury severity score (TRISS).  The dead cases were consisted of
8% (21 cases) of total.  The result showed there were only five
cases that we considered as unexpected deaths with Ps over
0.5, among which four cases were regarded as preventable
trauma death (PTD).  The number of PTD among treated death
cases (15 cases) consisted of 26.7%, which was still higher than
recent average in Japan.  Peer review attributed the four PTD
cases to severe bleeding after whole body CT as secondary
survey and enlargement of subdural hematoma after other
department than neurosurgery.  Evaluation of 21 cases with
multiple traumas demonstrated high mortality rate of 61.9%
(13 cases), the majority of those had composition of severe head
injury, hemopneumothorax and/or pulmonary contusion, and
pelvic fracture. 

Conclusion: Shortage of manpower and lack of intensive-care
setting which imposed upon rural hospital very much like ours
may be responsible for this results.  However, further improve-
ment of co-operation between different department as well as
professional training for trauma care might overcome those
shortcomings.
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Ⅰ────────────── はじめに ─

本邦の頭部外傷を含む外傷治療は，初期診療から

専門治療にいたる標準化が進んだ。当施設でも，重

篤な臓器損傷を有する可能性の高い高エネルギー外

傷に対して，救急搬入時の初期から複数科の医師で

Japan advanced trauma evaluation and care（JATEC）9）

に準じた初期診療を行ってきた。ただし，われわれ

の施設のような地方の救急病院では，大都市圏の病

院と同じレベルの外傷診療を行うには，人的あるい

は機器的な面で困難や問題も感じている。そこで，

地方の二次救急病院における外傷治療の現状と問題

点を明らかにするため，当施設の高エネルギー外傷

患者の治療成績をまとめたので報告する。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

2009 年１月より 2010 年 8 月までの間，当施設に

救急搬送された 263 例の高エネルギー外傷患者を対

象とした。外傷種別，入院診療科，転帰（Glasgow

outcome scale: GOS）を調査した。死亡例について

は trauma and injury severity score（TRISS）法による

予測生存率（probability of survival : Ps）を計算し，予

測外死亡例について検討した。また Abbreviated

Injury Score（AIS）3 点以上が複数箇所にわたる症例

を多発外傷と定義し，治療成績について検討した。

高エネルギー外傷の定義は成書のとおりである 2）。

われわれの地域の属する八代広域行政事務組合は，

Table 1 のようにさらに細かく定めているが，やや

オーバートリアージ気味に搬送されているのが現状

である。

当施設での外傷初期診療は原則として JATEC に

準じるが，救急専門医が不在であるため，初期には

担当の外科と整形外科医師が primary survey を行

い，focused assessment with sonography for trauma

（FAST），胸部および骨盤レントゲン写真撮影を行

い，バイタルサインの安定を確認してから，second-

ary survey として全身 CT を撮影する手順をとって

いる。「切迫する D」と判断された場合に脳外科医師

がコールされるが，搬入依頼時から頭部外傷が明ら

かな 場 合 は，最 初 から 初 期 診 療 に参 加 する。

Secondary survey の後は，最も損傷度の高い科での

入院加療となる。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

われわれの地域における高エネルギー外傷の発生

件数を Fig.1 に示す。1 ヵ月平均 257 台の救急車搬

入のうち，高エネルギー外傷の件数は平均 13 件で

あった。調査対象となった 263 例の平均年齢は 47

歳（3〜90），男性 158 例，女性 105 例であった。原

因種別は交通外傷が 222 例，転落が 29 例で，双方

で 95.4％を占めた。入院先は整形外科が 36％と最も

多く，外科と脳神経外科がほぼ同じ 13％で続き，こ

れら三科で全例の 62％を占めた。一方で帰宅者も全

体の 26％を占めた（Fig.2）。全体の転帰を Glasgow

Coma Scale（GOS）で評価した場合，全体の 79.5％

にあたる 209 例が GR である一方，死亡が 21 例
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Table 1 Situation of accident considered as high-energy
trauma

〔 Traffic accident 〕
1. Injured person out of the car

2. Dead fellow passenger

3. Car to car crash with high speed

Car speed over 60 km/h before accident

Car speed over 32 km/h of change speed at accident

Deforming of the car body over 50 cm

Deforming of the motorcycle over 30 cm

4. Car to pedestrian accident

Over 8 km/h of the car speed

Hit and run over by a car

5. Motorcycle accident

Crash at over 32 km/h

Fly away from the accident location

〔 Falling 〕
Falling from high altitude over 6 m
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（8％）にみられた（Fig.3）。

死亡例の検討を行った。全 21 例のうち来院時心

肺停止（cardiopulmonary arrest on arrival : CPAOA）

の 6 症例を除いた 15 例の中で，さらに GCS  5 点以

下の急性硬膜下血腫例（4 例），80 歳以上（2 例），お

よび Ps が 0.5 以下の症例（4 例）を予測できる死亡と

した。残りの 5 例が予測外死亡となり，したがっ

て，全 15 例に対する修正予測外死亡率は 33.3％と

算出された。5 例の死因のうち，3 例では全身 CT

後にバイタルサインが悪化し，大量出血が原因と考

えられた。また他科入院中の硬膜下血腫増大と，当

科入院後に原因不明で急死した例がみられた（Table

2）。他科を交えての検討の結果，死因不明の 1 例を

除いた 4 例を「防ぎ得た外傷死（preventable trauma

death: PTD）」とした。死亡例 15 例に占める PTD の

割合は 26.7％となった。

多発外傷例について検討した。多発外傷の定義に

合致した 21 例（7.6％）の内訳は，平均年齢 58.8 歳（8

〜86），男性 11 例，女性 10 例であった。平均の

injury severity score（ISS）は 35.7 点で，転帰は GR

4 例（19％），MD  1 例（4.8％），SD  3 例（14.3％），

死亡が 13 例（61.9％）であった。多発外傷の部位は重

症頭部外傷に血気胸や肺挫傷を伴う胸部外傷，およ
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Fig.1 Number of the cases of high-energy traumas (gray bar) and those of total
ambulance transports (black line) by month.

Fig.2 Breakdown of the hospital department in admis-
sion of the patients with high-energy traumas after
primary and secondary survey.

Numbers in parenthesis are cases and percentages to the
whole.

Fig.3 Treatment results that expressed by Glasgow
Outcome Scale in high-energy trauma patients.

Numbers in parenthesis are cases and percentages to the
whole.
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び骨盤骨折の組み合わせが最も多く，死因も 3 ヵ所

いずれかの損傷に起因していた。CPAOA の 6 例を

除いた 15 例中の予測外死亡は 3 例で，前述の症例

1, 3, および 4 であった（Table 3）。

重症多発外傷で外科，整形外科および脳神経外科

全てが手術に関与し，経過良好であった症例を提示

する。

症例提示：16 歳，男子学生

既往歴：特になし。

現病歴：夜間学校の寮で飲酒後，4 階のベランダ

から転落した。

入院時現症と診断：搬入時，意識レベル GCS 8

点，左瞳孔散大し，対光反射なし。頭部 CT で打撲

部に一致する左前頭葉に気脳症を伴う挫傷性出血

を，また脳底槽に外傷性くも膜下出血を認めた。左

眼窩側壁と左側頭骨に骨折を伴った。腹部 CT では

脾損傷による腹腔内出血と診断された（Fig.4-A, B）。

また左上肢の開放骨折を認めた。ISS は 45 点，Ps

が 0.24 であった。

経過：ただちに外科で緊急開腹による脾摘が行わ

れた。術後（受傷 6 時間後）の頭部 CT で左前頭葉内

の血腫増大を認めたため，ただちに全麻再導入さ

れ，開頭血腫除去・外減圧術を行った（Fig.4-C）。こ

の手術の際，整形外科医により骨折部の洗浄と縫合

も同時に行われた。術後 6 日間は呼吸器による管理

神経外傷Vol.34 2011

Table 2 Clinical characteristics of patients with unexpected death

Table 3Characteristics of patients with multiple traumas
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下で GCS 7〜8 点の状態が続いたが，その後徐々に

意識レベルがアップし，受傷 1 ヵ月後には歩行と経

口摂取が可能となった。40 日目に頭蓋形成術を行

い，リハビリ専門病院に転院となった（Fig.4-D）。受

傷 7 ヵ月後に復学し，その後リハビリ専門学校に進

路変更した。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

この 10 年，本邦における外傷診療は病院前救護，

搬送方法，初期診療および専門治療いずれにおいて

も，標準化という面で大きく進歩した。病院前救護

と搬送方法では Japan pre-hospital trauma evaluation

and care（JPTEC）2）によるアプローチが普及し，重

症かつ急変の可能性のある外傷患者の評価を現場で

5 分以内に行い，いち早く救急施設に搬送できるよ

うになった。高エネルギー外傷というカテゴリーも

生まれ，強い外力を受けた患者を事故現場の状況か

ら判断し，傷病の程度にかかわらずロード・アン

ド・ゴーの適応とするシステムも確立した。初期診

療面では，JATEC に代表される外傷初期診療ガイ

ドラインが普及し，ほぼ全国の救急施設で標準的な

神経外傷Vol.34 2011

Fig.4

A: Head CT on admission shows small contusional hematomas accompanied by pneumo-
cephalus in the left frontal lobe and traumatic subarachnoid hemorrhage in the basal cistern.

B: Abdominal CT shows unclear margin of the spleen, indicating traumatic splenic rupture.

C: Head CT just after splenectomy shows enlargement of hematomas with midline shift.

D: CT nine months after the treatment shows old contusional changes in the left frontal lobe.
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外傷診療が行われるようになった。脳神経外科分野

でも重症頭部外傷治療・管理のガイドラインが作成

されたことで，頭部外傷治療に標準化の道筋がつけ

られた 7）。この結果，近年の交通死亡事故の減少に

みられるように，外傷死は着実に減りつつあると思

われる 4）。2000 年以降の本邦の報告では PTD の割

合も 20％台と大幅に改善し 5,6,11），欧米の 10％台の

数字に近づいている 10）。

当院の高エネルギー外傷の調査から算出された修

正予測外死亡は，33.3％，PTD の割合は 26.7％で，

外傷救急医療の質としては決して満足なレベルでは

ない。PTD のうち 3 例は CT 後の血圧低下が死因で

あり，大量出血に対する対処が不十分であったこと

に起因する。3 例のうち 2 例は多発外傷例であり，

多発外傷の場合の初期診療の評価と処置に再考の余

地があるといえよう。初期輸液の意味や早めの輸血

オーダーなどを含め，外傷初期診療の熟知が必要で

ある。また，primary survey における呼吸・循環の

安定化が CT より優先することを徹底しなければな

らない。ただし，以前「CT は死のトンネル」いわれ

た時代に比べ，画質が向上し撮像時間が著しく短縮

した現在のマルチスライス CT は，secondary survey

における強力な武器である。全身 CT による検索は

多発外傷患者の生存に有意かつ独立した因子であっ

たという報告もあり，患者のバイタルサインが安定

していれば，むしろ積極的に行うべきである 1,3）。

他の PTD の 1 例は，整形外科入院中の硬膜下血

腫の増大が死因となった。また今回は PTD に含ま

なかったが，当科入院中の急死も循環不全による

ショックの可能性を否定できない。このように多発

外傷例が一診療科に入院した場合は，専門外の部位

の損傷の悪化に気づかれない可能性がある。担当医

の不注意といってしまえばそれまでだが，他の業務

に忙殺される中では外傷患者への対応にも限界があ

り，専門外の損傷部位にまで気を配るのは難しいと

いわざるを得ない。本来多発外傷患者の管理と治療

は，外傷診療に熟知した救急医や外傷外科医に脳神

経外科医も加わったチーム医療で対処するのが理想

である 8）。現状で当院は ICU を併設しておらず，マ

ンパワー不足も相まって，多発外傷治療の面ではマ

イナスとなっているが，これは地方の救急病院に共

通する問題点ではないかと思われる。現在 ICU の

開設に向けて準備を進めているが，まずは入院後も

複数科で緊密に連絡をとりつつ対処していく体制の

構築が重要と考える。

日本脳神経外傷学会頭部外傷データバンクによれ

ば，重症頭部外傷の 30％が AIS  3 以上の他の部位の

損傷を合併している。多発外傷の 1 つとして頭部外

傷をどう治療するかは重大な問題である。多発外傷

の治療については，日本救急医学会が「部位ごとの

確定診断や治療に固執せず，全身的緊急度を重視

し，生命に関わる損傷に対する処置を最優先とす

る」と指導している。しかし実際問題として，生命

に関わるような頭蓋内出血と腹腔内出血が双方とも

認められる場合どちらの治療を優先するのか，とい

うような各論的な判断基準については，指針が示さ

れているわけでもなく，ケースバイケースで現場の

判断に任される 12）。判断が正しければ提示した転帰

良好例のように障害なく社会復帰に至るが，このよ

うな判断が難しい例は少なくない。今後このような

症例の蓄積と分析により，多発外傷治療に一定の判

断基準が生まれることに期待したい。

Ⅴ────────────── おわりに ─

地方都市の二次救急病院における外傷診療の弱点

は，多発外傷例の重症度の評価と対処にある。特に

大量出血への対応が不十分であること，一診療科に

入院した場合の他部位の損傷悪化の見逃しなどが

PTD 発生の要因となっている。多発外傷治療は，外

傷診療に精通した複数の医師で担当するのが理想的

だが，地方の救急病院ではマンパワー不足により万

全の体制は難しい。現状では全ての救急スタッフが

診療科の枠を超えて JATEC の内容を熟知し，正し

い知識のもとで診療にあたることが最善の策と思わ

れる。

神経外傷Vol.34 2011
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Team medicine in head injury: Usefulness of
telemedicine in cooperation with
medically depopulated areas

HIROKI TAKAZAWA, TAKAHIRO MORITA, AYUMI NARISAWA
ATSUSHI SAITO, SHINYA KOYAMA, TATSUYA SASAKI

MICHIHARU NISHIJIMA

Department of Neurosurgery, Aomori Prefectural Central Hospital

Our hospital is located between Tsugaru and Shimokita
Peninsulas that are wide medically depopulated areas.  The
depopulated Tsugaru District has only 2 neurosurgical units,
and many patients have to be transferred from the district
general hospitals.  Since 1989, we have been using an image
transfer system that is useful for accurately diagnosing patients
with head injury.  Between January 2005 and September 2010,
644 patients with head injury were admitted to our hospital.
The patients who used and did not use telemedicine were 78
and 566, respectively.  In both groups, the background (age,
gender, and type of head injury), surgery rate, and time of
entry into the operating room were analyzed.  There were no
significant differences in the age, gender, and type of head
injuries between the 2 groups.  The surgery rate was 25.6% (28
patients) in the telemedicine group and 12.4% (70 patients) in
the direct admission group.  The average amount of time
between admission and entry into the operating room was 2 h
and 13 min in the telemedicine group and 2 h and 57 min in
the direct admission group.  There were significant differences
between the telemedicine and direct admission groups (p<0.05).
These results suggest that telemedicine is useful in the treat-
ment of patients with head injuries in a widely depopulated
area.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

当院は津軽半島，下北半島の間に位置し，背景人

口約 70 万（青森県の人口は約 140 万人）を対象に診

療を行っている 5,10）。対象地域の特徴として，急性

期治療を行える脳神経外科を有する基幹病院が 2 つ

しかない医療過疎地域であること，広範であるこ

と，豪雪地帯であること，等が挙げられる。それら

の医療欠点を補うべく 1989 年より画像電送システ

ム（以下，電送）を導入し地域医療の充実に努めてき

た。今回は頭部外傷におけるチーム医療の一環とし

て，医療過疎地域との連携における電送の有用性を

明らかにするために，電送症例と直接来院症例の比

較検討を行ったので報告する。

神経外傷Vol.34 2011
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Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

2005 年 1 月から 2010 年 9 月まで当院に救急搬送

され入院加療を行った頭部外傷患者，電送群 78 例，

直接来院群 566 例の計 644 連続症例を対象とした。

検討項目は，手術に至った割合および来院から手術

室入室までの時間とし，両群で比較検討した。

使 用 し た 電 送 装 置 は Photophone WS 型

（Imagedeta Co. Ltd., USA）と SimRad Viewer／P（島

津製作所）の 2 機種である。これらを使い津軽地方

および下北地方（対象人口約 70 万）の 12 中核病院と

24 時間態勢で連携をとりあっている（Fig.1）。受信

装置は脳神経外科病棟のナースステーションに設置

し，受診するとナースは直ちに当番医師に報告す

る。医師はまず，患者を搬送するかどうか判断す

る。近年，高齢化に伴い抗血小板薬，抗凝固薬の投

与をされている患者が増え，FFP の投与やワーファ

リンのリバースを依頼した後の転院を依頼する場合

もある。手術が必要と判断した場合は麻酔科医師，

手術室への連絡を行い，当院来院後から治療に至る

までの時間短縮に努める。連携している病院からの

搬送時間は約 20 分から 2 時間で，冬の積雪・路面

凍結時には 4 時間を要する場合もある。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1

A: Geographic location of our hospital and regional hospitals in Tsugaru and Shimokita areas of Aomori prefecture.
★: Aomori Prefectural Central Hospital, ●: Regional hospitals

B:WS type photophone whereby we can view film using a telephone circuit.

C: A sim Rad Viewer ⁄ P whereby we can view a DICOM image using an Integrated Services Digital Network (ISDN) line.
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Ⅲ────────────── 結　　果 ─

対象症例の平均年齢は電送群では 55.3 歳，直接来

院群は 54.3 歳であった。それぞれの病型を Fig.2 に

示す。電送群は脳挫傷が全体の 40％を占め，急性硬

膜下血腫，急性硬膜外血腫，頭蓋骨骨折，外傷性く

も膜下出血と続いた。一方，直接来院群は脳挫傷が

26％を占め，以下，外傷性くも膜下出血，急性硬膜

下血腫，頭蓋骨骨折，急性硬膜外血腫と続いた。

来院時の状態は Glasgow Coma Scale（以下 GCS）

を用いた。GCS は 3〜8 を重症，9〜13 を中等症，

14〜15 を軽症とした 3 群に分け検討した。電送群は

軽症が 64％，中等症は 26％，重症が 10％であった。

一方直接来院群では軽症が 68％，中等症は 19％，

重症が 13％で有意な差を認めなかった（Fig.3）。

来患者の手術に至った割合，また来院時からの入

室時間は電送群では，手術症例は 20 例（25.6％）で入

室までの平均時間は 2 時間 13 分であった。一方，

直接来院群では，手術症例は 70 例（12.4％）で入室ま

での平均時間は 2 時間 57 分であった。電送群にお

いて手術の割合が有意に高く（p<0.05），入室までの

時間が有意に短い（p<0.05）という結果であった。

代表症例を提示する。

69 歳，男性。心房細動ありワーファリン内服中で

神経外傷Vol.34 2011
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Fig.2 Ratio of diagnosis on admission.

Left : Telemedicine group, Right: Direct admission group

Fig.3 Ratio of Glasgow Coma Scale (GCS) on admission.

Left : Telemedicine group, Right: Direct admission group
There is no difference between Telemedicine group and Direct admission group.
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あった。平成 22 年 2 月 24 日に転倒し頭部を打撲。

近医受診するも意識障害，神経脱落症状なく経過観

察となった。平成 22 年 2 月 26 日，起床時間になっ

ても起きてこないため，家人が呼び起こしにいくも

反応なく，近医救急搬送。近医受診時意識 JCS 200

（除脳肢位），瞳孔不同あり（rt : 2.5 mm，lt : 5.0 mm）

対光反射は消失した状態であった。CT で midline

shift を伴った左急性硬膜下血腫を認め当院電送紹介

（Fig.4）。ワーファリン内服中でワーファリンのリ

バースを指示し当院転院。搬送時間は約 1 時間。当

院搬送時の意識状態は意識 JCS 200（除脳肢位）で変

わりなかった。CT では搬送前病院との比較でごく

軽度の増大を認めた（Fig.5-A）。搬送時には FAX で

近医の採血データが送られてきており PT-INR が

5.53 であった。輸血の準備をした後，FFP を投与し

ながら緊急に開頭血腫除去術および減圧開頭術施行

した。FFP を 6 単位投与し終えた時点での採血で

PT-INR は 1.7 であった。止血を確認し手術を終え

ることができた。術後 CT で減圧ができていること

と出血の無いことを確認した（Fig.5-B）。この手術で

は当院来院時から手術室入室までの時間は 30 分程

度であった。3 週間後に骨形成を行い（Fig.5-C），32

病日に mRS 3 の状態でリハビリ病院転院となった。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

近年の卒後医師研修制度の変更に伴い医師の地域

離れが深刻化してきている。脳神経外科も例外では

なく，青森県津軽および下北地方を例にとると人口

約 70 万に対し基幹病院は 2 つで脳神経外科医が 10

人で対応しているのが現状である 5,10）。そのため脳

神経外科のみならず地域機関病院の医師の負担も大

きくなってきている。

近年ドクターヘリを使った搬送の有用性について

外傷 7,8）だけでなく脳卒中 15）についても述べられて

いる。実際に離島における陸路の手段が無いところ

での使用は有効であることに違いないが，ドクター

カーを使うことで結果に有意な差をもたらさなかっ

たという報告もある 14）。ドクターヘリの問題点とし

て，① 維持費（機体，運転手を含めた人件費），②

天候に左右される（飛べない状況もある），③ 有視界

飛行であり夜間使用できない（僻地の医療は夜間に

より医療過疎の状態になる），等が挙げられている

が，今後は当院でもドクターヘリの導入が決まって

神経外傷Vol.34 2011

Fig.4 Initial head CT.

Acute subdural hematoma presses lt cerebral hemisphere.
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おり，その有用性も期待されているところである。

外傷救急医療体制を整備するために外傷病院前

救護ガイドライン（JPTEC: Japan Prehospital Trauma

Evaluation and Care），外傷初期診療ガイドライン

（ JATEC: Japan Advanced Trauma Evaluation and

Care）が導入され講習が行われている。しかし僻地

における初期診断には専門医師が関わっていないこ

とが多く，曖昧な診断での対応には疑問が残る点も

ある。必要性がありながらも戸惑う処置もあり専門

医の判断が重要になってくるケースもある。そうし

たことで僻地医療と都市部の医療格差を縮め治療成

績の向上につながった報告もある 2,11,12,13）。

実際の有用性を示した報告として胸腔穿刺，心嚢

穿刺の初期対応を行った報告 1），脳卒中の分野であ

るが当院が今まで報告してきたくも膜下出血患者の

搬送時の再出血率を低下させた 6,9）報告，搬送時の

有害事象を減らした報告 3,4）等がある。

今回の我々の結果から入室までの時間が短縮され

ていた。その理由として，① 手術準備（手術室看護

師，麻酔科への連絡，輸血の準備），② 抗凝固薬の

リバース，等が挙げられる。また急性硬膜下血腫，

急性硬膜外血腫における時間的な 2 点（初期対応病

院と当院来院時）をとることで手術に踏み切るタイ

ミングを早めることができた症例も経験した。

手術症例の割合が高かったことの理由としては必

要性のあるものの搬送を要求したのはもちろんであ

るが，不必要の搬送を減らしたことも要因と思われ

る。しかしながら家族サイドにたった場合，直接脳

神経外科専門医から話を聞かずに納得できない場合

もあり，それらの結果が有用であったとは断言でき

ない。

Ⅴ────────────── おわりに ─

2005 年 1 月から 2010 年 9 月まで当院に救急搬送

され入院加療を行った連続 644 例（電送紹介群：78

例，直接来院群：566 例）を対象に手術に至った割

合，入室までの時間を比較検討した。電送群におい

て手術の割合が有意に高く，入室までの時間が有意

に短いという結果であり，頭部外傷におけるチーム

医療の一環としての電送システムの有用性が確認さ

れた。
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Clinical features, treatment, and outcome
of severe traumatic brain injury

in elderly patients
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Age may be an independent predictor of outcome in traumatic
brain injury (TBI).  However, predictors of positive outcomes
in the elderly remain unclear.  The purpose of this study was
to assess our current treatment for severe TBI in elderly patients,
and to examine the problem.  Between April 2006 and September
2011, 108 patients with severe TBI were enrolled.  Of these, 44
patients over 65 years of age were classified into the Elderly
group (E group) and the remaining 64 patients under 64 years
of age were classified into the Non-Elderly group (N-E group).
Age, sex, cause of TBI, Glasgow coma scale (GCS), injury severi-
ty, the existence of talk and deteriorate (T&D), the existence of
pupil abnormalities, and the kind of TBI were compared
between groups.  As for the cause of TBI, pedestrian traffic
accidents and accidental falls accounted for three-quarters of
all patients in the E group.  With respect to treatment, there
was no significant difference in terms of frequency of cranioto-
my between the E group and the N-E group.  Intracranial pres-
sure (ICP) monitoring was enforced more often in the E group.
As a result, poor outcome remains significantly higher in the
E group.  However, the mortality rate for patients with T&D
was significantly lower than in patients  without T&D in the E
group (p=0.0037).  In today's aging society, medical decisions
should not be made on the basis of age.  The pathophysiology
and severity of TBI should be considered in order to deter-
mine the possibility of lifesaving.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

高齢社会の進行とともに高齢者外傷患者の割合が

増加している。重症頭部外傷において高齢者では若

年者に比べて死亡率が極めて高く，救命できたにも

かかわらず転帰不良である症例が少なくないのが現

状である。北海道の道央医療圏に 3 次救急医療機関

は当施設を含め 5 施設存在するが，当講座は 2002

年より高度救命救急センターを開設し，最重症多発

外傷を中心に診療にあたっている。

当施設における高齢者重症頭部外傷治療の特徴な

らびに問題点を明確にするために重症頭部外傷症例

を若年・中高年群と高齢群の 2 群に分類し，臨床所

見，受傷機序，治療内容および予後について検討し

神経外傷Vol.34 2011
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た。さらに，日本頭部外傷データバンク 20）と比較す

ることで，どのような症例で良好な転帰が得られる

可能性があるかを検討した。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

2006 年 4 月から 2011 年 9 月までに当施設で加療

された 15 歳以上の重症頭部外傷（搬入時 GCS 8 以

下もしくは開頭術を施行）108 例を対象とした。この

うち，65 歳以上の 44 例を Elderly 群（E 群），15 歳

から 64 歳の 64 例を Non-Elderly（NE）群に分類し，

比較検討した。それぞれの群について，年齢，性

別，受傷機転，搬入時 Glasgow coma scale（GCS）,

外傷形態（頭部単独・多発外傷）の頻度，Talk &

Deteriorate（T&D）の有無，瞳孔異常の有無，頭部外

傷の種類を検討した。外傷形態は，ISS（Injury

severity score）30 以上の他部位損傷を含む外傷を多

発外傷と定義した。T&D は GCS motor score M ス

コアの 1, 2 までの低下と定義し，病院搬入前ならび

に搬入後の双方を含めた。また搬入時 GCS は，最

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 Demographic and clinical findings on admission and TCDB CT classification

E 群（n=44） NE 群（n=64） p value P2004
Age ≧ 65

Age Mean ± SD 74.1 ± 7.3 39.5 ± 15.5 p<0.001 76.7 ± 7.0
Gender Male, Female 30, 14 43, 21 p=0.913 219 ⁄ 147

Injury mechanism

Pedestrian 18 （40.9） 8 （12.5）
Fall ⁄ Fall down 18 （40.9） 23 （36.0）
Bicycle 15 （11.4） 6 （9.3）
4-w vehicle 1 （2.2） 16 （25.0）
Motorcycle 0 （0） 6 （9.3）
Other 2 （4.5） 3 （4.7）

Initial GCS

3 – 5 18 （40.9） 27 （42.2）

p=0.643
6 – 8 12 （27.3） 22 （34.4）
9 – 12 9 （20.5） 8 （12.5）
13 – 15 5 （11.3） 7 （10.9）

Initial GCS mean ± SD 7.11 ± 3.72 6.75 ± 3.38 7.1 ± 3.7
Worst GCS mean ± SD 5.27 ± 1.88 5.95 ± 2.51 6.5 ± 3.2

Multiple injury
ISS score

ISS ≧30 18 （41.0） 32 （50.0）
mean ± SD 32.5 ± 10.6 32.9 ± 12.8 24.4 ± 11.3

Pupillary abnormality + 20 （45.5） 30 （46.9）
T&D + 12 （27.2） 9 （14.1） p=0.08

TCDB CT classification

Evacuated
Mass
Lesion

SDH 22 14

161（44.0％）
EDH 3

30（68.2）* 6
28（43.8）* *p<0.004

contusion 3 5
hematoma 2 3

Non evacuared mass 5 （11.3） 3 （4.7） 128（35.0％）
Diffuse injury 8 （18.2） 33 （51.7） 77（21.0％）
Brainstem injury 1 0

T&D: talk and deteriorate
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重症（GCS  3〜5），重症（GCS  6〜8），中等症（GCS

9〜12），軽症（GCS  13〜15）の 4 つに分類した。瞳

孔異常は両方または片方の瞳孔散大を検討した。ま

た，頭部外傷の種類は Traumatic Coma Data Bank

（TCDB）CT 分類に従った。治療内容は，穿頭術

（burr-hole surgery; BH），穿頭血腫除去（hematoma

irrigation trephination therapy; HITT），開頭もしく

は減圧開頭術，髄液ドレナージ（extra ventricular

drainage; EVD），ICP モニタリング，35℃以下の軽

度脳低温療法（brain hypothermia; BHT），35〜37℃

の積極的平温管理（aggressive normothermia; ANT）

の有無を分類し，いずれか一つの治療を行った群を

積極的治療群（neurological aggressive treatment）と

した。転帰は退院時 Glasgow outcome scale（GOS）

に従って分類した。GOS の Good Recovery（GR），

Moderate Disability（MD）を含めて転帰良好：Good

Outcome（GO）とし Severe Disability（SD），Persistent

Vegetative State（VS），および Dead（D）を転帰不良：

Poor Outcome（PO）とした。治療内容ならびに転帰

については日本頭部外傷データバンクプロジェクト

2004（以下 P2004）と比較検討した 20）。

統 計 学 的 解 析 は χ2 検 定 ，ANOVA，Mann-

Whitney 検定を行い，p<0.05 を有意差ありとした。

各数値は平均値 ± 標準偏差で表示した。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

（1）各群における患者背景の比較（Table 1）

E 群の平均年齢は 74.1 ± 7.3 歳で，NE 群は 39.5 ±

15.5 歳であった。性別は E 群で男性 30 例，女性 14

例であり，NE 群では男性 43 例，女性 21 例で 2 群

間の差はなかった。受傷機転については，E 群は歩

行者事故と転倒転落／墜落（ともに 40.9％）が最も多

く，NE 群では転倒転落／墜落（36.0％）と四輪事故

が（25.0％）が多かった。搬入時 GCS ならびに悪化時

GCS に有意差はなかった。また ISS  30 以上の多発

外傷が 50 例（46％）で，その内訳は E 群 18 例，NE

群 32 例であった。

瞳孔異常は E 群・NE 群合わせて 50 例（46.3％）に

認め，このうち両瞳孔散大が 22 例，片方瞳孔散大

28 例であったが，これも 2 群間に有意差は認めな

かった。T&D は E 群で 12 例（27.2％），NE 群で 9

例（14.1％）と E 群に多い傾向があった（p=0.08）。2
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Table 2 Treatment procedure correlated with age, comparison of the date from Japan Neurotrauma Data Bank
Project 2004

Elderly G
Age ≧ 65

Non-Elderly G
16 ≦ Age < 65

P2004
Age ≧ 65

P2004
16 ≦ Age < 65

n（%） n（%） p value % % p value

BH（HITT） 7 （15.9％） 6 （9.4％） 11.7％ 7.5％ 0.0363
Craniotomy ⁄ Ext. decomp 13 （29.5％） 13 （20.3％） 41.0％ 46.0％
BH + caranio ⁄ decomp 9 （20.5％） 7 （10.9％） 1.1％ 2.2％ 0.0048
for focal type 22 ⁄ 35 （62.9％） 20 ⁄ 31 （64.5％） 47.8％ 62.6％ 0.0002
EVD 4 （9.1％） 2 （3.1％）
ICP monitoring 29 （65.9％） 23 （35.9％） 0.002 19.7％ 36.5％ < 0.0001
ANT 6 （13.6％） 11 （17.2％） 22.1％ 31.1％ 0.0001
BHT 3 （6.9％） 6 （9.4％） 4.9％ 12.1％ 0.0001
Aggressive treatment 40 （93.2％） 45 （70.3％） 0.004 59.0％ 79.2％ 0.0039
It is extracted from the reference (20), which was partially modified.

BH: burr-hole surgery, HITT: hematoma irrigation trephination therapy, EVD: extra ventricular drainage, ICP: intracranial
pressure, BHT: brain hypothermia, ANT: aggressive normothermia, P2004: Japan Neurotrauma Data Bank Project 2004
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群間の CT 分類の比較としては，E 群では evacuated

mass lesion は 30 例（68.2％）に認め，これは NE 群

に比較して有意に多かった（p<0.004）。このうち 22

例は急性硬膜下血腫が占めた。一方，NE 群では

Diffuse injury（DI）が 33 例（51.7％）と全体に占める

割合が高く，最も多いのは DI II 18 例（28.1％）で

あった。

また搬入時 GCS 平均は P2004 群と同等の 7.11 で

あったが，悪化時 GCS 平均は P2004 の（6.5 ± 3.2）

に対して当施設は（5.3 ± 1.9）あった。また多発外傷

重症度の指標である ISS 平均値は P2004 の（24.4 ±

11.3）に対し，当施設は（32.5 ± 10.6）であった。

（2）治療（Table 2）

BH，HITT のみ 施 行 した 症 例 は E 群 で 7 例

（15.9％），NE 群で 6 例（9.4％）であったが，E 群お

よび NE 群において局所性病変に対する開頭術の頻

度，積極的体温管理の施行頻度は 2 群間に有意差は

なかった。P2004 では高齢群に比較し，若年群で開

頭術，ICP 測定，体温管理を含めた積極的加療の割

合が有意に高かったが，当施設では高齢群での ICP

測定が 66％，積極的治療群が 93％と，より多くの

診断治療的介入がなされていた（p=0.002 もしくは

0.004）。

高齢群における当施設と P2004 の治療内容の比較

については，ICP 測定（65.0％もしくは 19.7％）局所

性病変に対する開頭術（62.9％もしくは 47.8％），積

極的加療（93.2％もしくは 59.0％），と当施設での診

断治療的介入の割合が高く，P2004 群より多く積極

的加療を試みていた。

（3）退院時転帰（Fig.1）

NE 群の GO は 40.6％であったのに対して，E 群

の GO は 9.1％であり，有意に転帰良好例が少な

かった（p<0.001），また P2004 での 65 歳以上高齢群

の GO の割合（18％）と比較しても低い傾向にあった

（p=0.15）。

（4）各群における CT 所見・瞳孔異常ならびに
T&D の有無と死亡率の関連（Table 3）

E 群の急性硬膜下血腫における死亡率 64％であ

り，他の CT 所見に比較して死亡率が高い傾向に

あった（p=0.062）。また，瞳孔異常の認められた症

例では E 群，NE 群ともに瞳孔異常が認められな
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Fig.1 Glasgow outcome scale correlated with age, comparison of the date from Japan
Neurotrauma Data Bank Project 2004.

Good outcome (GO) including Good Recovery (GR) ⁄ Moderate Disability (MD), Poor Outcome
(PO) including Severe Disability (SD) ⁄ Persistent Vegetative State (VS) ⁄ and Dead (D) (It is
extracted from the reference (20), which was partially modified)
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かった症例に比較して有意に死亡率が高かった（E

群；p=0.0007，NE 群；p=0.0002）。また，E 群では

T&D が認められた症例の死亡率（16.7％）が，T&D

が認められなかった症例の死亡率（65.6％）より有意

に低かった（p=0.0037）。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

重症頭部外傷では若年者に比べ高齢者の死亡率が

高く 12），70 歳以上で死亡率 60〜70％となり，手術

の有無にかかわらず生命転帰不良である 5,7）。また

Hukkelhoven らはメタ解析でも 10 歳年齢が上昇す

るごとに 40〜50％の転帰不良例が段階的に増加する

と報告している 3）。本邦における報告でも 65 歳以

上の死亡率は 58％10）であり，70 歳以上で死亡率は

急激に増加するとされ，70 歳以上では 69.3％との報

告 18）がある。このことからも，どのような症例で良

好な転帰が得られる可能性があるかを検討すること

は，非常に重要な問題である。

頭部外傷データバンク 1998（P1998）と P2004 との

比較では，70 歳以上の高齢者の割合が 23.2％から

27.3％と有意に増えていた 9）。本検討においても 65

歳以上の高齢者が占める割合は 41％であったが，前

期（2006〜2007）と後期（2008〜2011）に分類すると

33％から 49％と増加傾向にあった。高齢者の重症頭

部外傷の原因としては，歩行者事故が最も多く，転

倒・転落の割合が増加するとされている 4）。本検討

でも，高齢群は歩行者事故と転倒転落・墜落で 80％

以上を占めていた。本邦における交通安全白書 13）に

よると，平成 22 年の交通事故死者数は 4,863 人とな

り，10 年連続の減少となっている。死者数は，65

歳以上の高齢者（2,450 人）が 18 年連続で最も多く，

実数は年々漸減傾向にあるものの，全死者数に占め

る割合が初めて全体の半数を超えた（50.4％）。

高齢者頭部外傷の CT 上の特徴としては，若年群

でびまん性脳損傷が多く，加齢するに従い占拠性病

変が増える 19）とされるが本検討でも同様の結果で

あった。当施設では穿頭・開頭術双方とも原則的に

ICP 測定を同時に行っているが，NE 群に比して E

群で ICP 測定の割合が高かった。これは E 群では

急性硬膜下血腫に代表される重症占拠性病変が多

く，開頭術適応の決定ならびに周術期管理に ICP 測

定を必要とした一方，NE 群では半数を占める

Diffuse injury のうち 55％が軽症びまん性脳損傷（DI

II）であり，ICP 測定不要と判断された症例が多かっ

たためと思われる。

当施設では最重症の急性硬膜下血腫に対しては，

神経症状のチェックのみならず，搬入時から ICP セ

ンサー設置し持続モニタリングを原則行っている。

米国では ICP モニタリングの施行率は 1995 年の

32％が 2005 年には 75％まで上昇している 2）。一方

本邦での頭部外傷データバンクプロジェクト P1998
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Table 3 Mortality rate correlated with age in each category of CT findings, pupillary abnormalities, and presence of
T&D

Elderly G
Age ≧ 65

Non-Elderly G
16 ≦ Age < 65

Mortality
rate（％）

TCDB CT classification

ASDH 14 ⁄ 22 63.6％
p=0.062

7 ⁄ 14 50％
p=0.157Other evacuated mass 2 ⁄ 8 25.0％ 3 ⁄ 14 21.4％

Diffuse injury 2 ⁄ 8 25.0％ 8 ⁄ 33 24.2％

Pupillary abnormality
（+） 16 ⁄ 20 80.0％

p=0.0007
16 ⁄ 30 53.3％

p=0.0002
（−） 7 ⁄ 14 29.2％ 4 ⁄ 36 11.1％

T&D
（+） 2 ⁄ 12 16.7％

p=0.0037
1 ⁄ 9 11.1％

p=0.169
（−） 21 ⁄ 32 65.6％ 19 ⁄ 55 34.5％

total 23 ⁄ 44** 52.2％ 20 ⁄ 64** 31.2％ **p<0.04
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と P2004 の比較において，ICP 測定の頻度は急性硬

膜下血腫では 61.2％から 46.5％と有意に低下，全体

でも 34.1％から 29.9％に低下していることが明らか

になっている 9）。P2004 では高齢群で外科的な開頭

術や処置やモニタリングに消極的であり 20）（Table

2），若年群に比べて治療プロセスの簡略化がなさ

れ，積極的治療の割合が有意に低い結果となった

が，その理由として救命困難と判断された最重症例

やバイタルサイン不安定，社会背景，家族背景等の

複数因子が推測される。

Talk and Deteriorate とは脳浮腫や遅発性脳内血腫

の進展により意識状態が急変する病態を指し，転帰

不良の徴候で半数以上が死亡するとされ高齢者では

遅発性脳内血腫や遅発性脳挫傷による T&D の頻度

も多い 9,15,17,19）とされる。本検討では E 群において

T&D を認めた例が T&D を認めなかった例に比較

して有意に死亡率が低かった（Table 3）。これは神経

症状の悪化をできるだけ早く察知し適切な治療や積

極的外科治療を行えば，高齢といえども高率に救命

できる可能性を示している。Lobato ら 11）は，40 歳

以上の T&D 症例に脳挫傷，脳内血腫が 56.6％と多

かったとしている。一方，高齢者では硬膜下血腫が

主病変 17）や，脳挫傷を伴った急性硬膜下血腫 6）との

報告がある。文献的には，75 歳以上の急性硬膜下血

腫において GCS  4 以上で脳実質損傷が少なく，ADL

が自立している場合には早期の積極的治療により予

後良好となること 16）が報告されている。T&D の死

亡率に関する P1998 の報告では，急性硬膜下血腫

（57％）に比較し脳挫傷や脳内血腫では 36％と低かっ

た 8）。本検討では高齢者の T&D を認める症例は，

T&D を認めない症例に比し急性硬膜下血腫が少な

い傾向（25％もしくは 61.2％，p=0.07）にあり，早期

手術により救命可能であった占拠性病変（急性硬膜

下血腫 3，脳内出血 2，脳挫傷 2，硬膜外血腫 1）が

含まれていたことが，生命転帰改善に結びついた可

能性がある。瞳孔異常を認めた症例は E，NE 両群

ともに生命転帰不良なことより，脳挫傷や脳内血腫

の増大による高齢者 T&D に対しては，瞳孔異常を

きたす前に積極的な手術治療を行うことで生命転帰

を改善する可能性が考えられ，ICP 測定は急性期に

おける外科的治療方針決定に非常に有用と思われ

る。

高齢群における当施設と P2004 の転帰比較（Fig.1）

については，死亡率に差はないが（50％もしくは

47.4％），転帰良好群は少ない傾向にあった（9.1％も

しくは 18％，p=0.15）。高齢群における患者背景と

くに重症度，他部位合併損傷に関し，当施設と

P2004 20）との間の相違について考察した。搬入時

GCS 平 均は P2004 群と同 等の 7.1 であったが，

GCS  3 および両側瞳孔散大の絶対予後不良は P2004

の 35.8％に対し 20），本検討では 19 例（43.2％）と高

く，悪化時 GCS 平均は P2004 の（6.5 ± 3.2）に対し

当施設では（5.3 ± 1.9）と悪化の程度が大きかった。

また ISS 平均値は P2004 の（24.4 ± 11.3）に対し，当

施設は（32.5 ± 10.6）と解剖学的重症度が高く，全年

齢層における ISS 30 以上の多発外傷の割合も P2004

は 27.5％であったが 9），当施設では 46％と有意に高

かった（p<0.001）。その理由として当施設は医療圏

唯一の高度救命救急センターとして機能しているた

め，P2004 の対象症例より重症度の高い外傷患者が

多く含まれていた可能性がある。また P2004 と比較

して意識レベル悪化の程度が大きいことが，転帰不

良増加の一因となった可能性がある。

より積極的な外科的治療介入を行った結果，救命

率は P2004 に遜色なかったものの神経学転帰不良の

割合は依然として高かった。神経学的転帰の改善の

ためには T&D 症例に対する治療戦略や手術時期に

ついて今後の検討を要すると思われる。

高齢者重症頭部外傷に対する治療適応決定におい

ては，病態のみならず社会的背景や家族の意向が反

映されることもあり，実臨床においては様々な対応

が要求される。高齢化社会の現在において，年齢の

みで治療適応を判断するのではなく，病態や重症度

に基づく医学的判断を優先し，救命可能な症例を見

逃さないことが重要であると考える。また高齢者の

重傷頭部外傷は，若年者に比較して転帰不良例が多

神経外傷Vol.34 2011
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く存在するため，救命後の転帰不良症例の増加を指

摘する報告 14）もあり，退院後のリハビリ体制作りの

重要性や中長期的な疫学調査の必要性が今後の課題

と思われる。

Ⅴ────────────── おわりに ─

当施設における高齢者重症頭部外傷治療について

頭部外傷データバンク 2004 と比較検討した。より

積極的な治療介入を行った結果，救命率は遜色な

かったものの神経学転帰不良の割合は高かった。そ

の一因として高度救命救急センターである当施設の

対象患者とデータバンク症例の間で T&D 症例なら

びに多発外傷の重症度に相違がある可能性が考えら

れた。T&D 症例は速やかに積極的管理や治療を行

うことで生命転帰を改善する可能性が考えられた

が，今後は救命後の神経学転帰を改善すべく努力し

なければならない。
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Genu of corpus callosum is a significant
prognostic factor in diffuse axonal injury
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Object. Previous studies have shown a relationship between
a patient's stage of diffuse axonal injury (DAI) and outcome.
However, few studies have assessed whether a specific lesion
or type of corpus callosum injury (CCI) influences outcome in
patients with DAI.  We investigated the effect of various DAI
and CCI lesions on outcome in patients with traumatic brain
injury (TBI).

Methods. We retrospectively reviewed 89 consecutive patients
with DAI who were seen between May 2004 and May 2010.
Outcome was evaluated with the Extended Glasgow Outcome
Scale (EGOS) 1 year after TBI.  Cases with single-DAI had only
one of the 3 lesions (lobar, corpus callosum, or brainstem).
Dual-DAI cases had 2 of these lesions, and triple-DAI cases
had all these lesions.  Furthermore, we defined single-CCI,
dual-CCI, and triple-CCI using 3 lesions (genu, body, splenium)
in the same way among patients with single (corpus callosum)-
DAI.  Univariate and multivariate logistic regression analyses
were performed to evaluate the relationships between these
lesions and outcome in patients with DAI.

Results. Fifty seven patients had single-DAI lesions: 40 in the
lobar, 12 in the CC, and 5 in the brainstem.  Twenty four had
dual-DAI lesions, and 8 had triple-DAI lesions.  Of the 12 CCI,
9 had single-CCI, and 3 had dual-CCI.  Only lesions in genu
were related to disability among these lesions.  We dichoto -
mized patients into those with and without genu lesions
regardless of other lesions.  Multinominal logistic regression
analysis showed that a genu lesion (OR, 27; 95% CI, 3.4 – 32;
p=0.0032) and a pupillary abnormality (OR, 6.2; 95% CI, 1.2 –
21; p=0.0032) were associated with disability (EGOS ≤ 6) in
DAI patients.

Conclusions. Regardless of the number of lesions, the exis-
tence of a genu lesion suggested disability 1 year after TBI in
patients with DAI.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

頭部外傷患者において，びまん性軸索損傷（DAI）

が転帰不良因子となることや外傷後の遂行障害等の

高次機能障害と関連することは以前から理解されて

いる 15,19,26）。DAI は半球白質，脳梁，脳幹に生じ，

神経外傷Vol.34 2011



47

脳梁損傷（corpus callosum injury: CCI）はさらに脳

梁膝部，体部あるいは膨大部病変に分類される。

脳梁は 2 億本の神経線維を含む大脳半球間を交通

する白質束である 27）。脳梁膝部は左右の前頭前野，

運動前野，補足運動野を交通する繊維を含み，体部

は運動野，体性感覚野，聴覚野の繊維を，そして膨

大部は主に側頭頭頂後頭葉の繊維を含むとされてい

る 4,21,29）。diffuse tensor imaging を用いた研究にお

いては，脳梁の各部位は外傷に対する脆弱性が異な

ることが示唆されている 23）。ある報告においては

脳梁膝部が軽微な頭部外傷においても損傷されると

し 23），一方では脳梁後方要素が脆弱であるとする報

告もある 9）。

DAI の病期分類を検討した報告があり 8,26），ス

テージ 1 は白質病変，ステージ 2 は脳梁病変（白質

病変の有無は問わず），ステージ 3 は脳幹病変（白質

病変，脳梁病変の有無は問わず）と定義されている。

一方で病期ではなく，CCI と脳幹損傷が転帰不良と

関係しているとする報告や 14,22,26），CCI が最も転帰

不良と関連していると示唆する報告が知られてい

る 20）。

これまで，CCI の部位，あるいは DAI 部位の組合

せと転帰との関連についての詳細な報告はなかった。

我々は脳梁膝部が頭部外傷患者における転帰不良因

子となる可能性を示唆し 17），さらに他の CCI 部位，

DAI 部位との組み合わせを考慮しても尚，脳梁膝部

が DAI 患者における頭部外傷 1 年後の転帰不良因

子となりうることを報告した 18）。今回，対象患者数

を増やし，さらなる検討を加えたので報告する。

Ⅱ────────────── 方 法 ─

2004 年 5 月から 2010 年 5 月までの間に，頭部外

傷にて聖路加国際病院脳神経外科に入院し，受傷 2

週間以内に施行された MRI で DAI と診断された 92

名の患者記録を後ろ向きに調査した。この中に胸

部，腹部，骨盤，四肢に及ぶ全身多発外傷患者は含

まれていなかった。92 名の中で，2 名が慢性薬物中

毒，1 名が精神科疾患を呈していたために研究から

除外し，最終的に 89 名を研究対象とした。

入院時の Glasgow Coma Scale（GCS）score，瞳孔

異常（不同，散大，対光反射消失），血中エタノール

レベル，血小板数，凝固系を電子カルテより抽出し，

頭蓋骨骨折，Marshall Classification 16）を CT で，脳

挫傷と DAI を MRI で評価した。MRI は 1.5 T Signa

Exice or Intera〔GE Medical Systems, Milwaukee,

Wis or Philips, New York, NY〕）で施行し，撮像条件

は T2 強調矢状像，T2*軸位像／矢状像，FLAIR 矢

状像，diffusion-weighted imaging とした。出血性

DAI 病変は T2*-GRE で診断し，T2*-GRE で明ら

かな出血性病変がなく FLAIR で描出される病変は

非 出 血 性 DAI 病 変と判 断した 25）。DAI 病 変を

single-DAI（白質病変，脳梁病変，脳幹病変のいず

れかのみを有する），dual-DAI（前述した 3 病変の中

で 2 病変のみを有する），triple-DAI（3 病変を全て

有する）に分類した。さらに single-DAI の中で CCI

を脳梁膝部，体部，膨大部の 3 病変を用いて single-

CCI，dual-CCI，triple-CCI に分類した。なお，脳

梁 3 病変は Witelson 29）の脳梁区分の図を改変した

図に沿って分類した（Fig.1）。はじめに脳梁の最前方

と最後方を結ぶ軸（脳梁軸とする）を設定し，次いで

脳梁内側の凸部の前方を通り脳梁軸への垂線を引

き，膝部と体部を分けた。さらに，脳梁軸を 5 等分

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Definition of the regions of the corpus callosum,
according to a modification of Witelson’s scheme 29).

A and B indicate the most anterior and most posterior
points of the corpus callosum, respectively.  C indicates the
most anterior point on the inner convexity of the inner ante-
rior corpus callosum.  The line perpendicular to the A-B line
at point C divides the genu (1) and the body (2).  D indicates
the point of the posterior one-fifth region of the length of the
A-B line.  The other line perpendicular to the A-B line at
point C divides the body (2) and the splenium (3).
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し，後方 1／5 の点を通る脳梁軸への垂線を引き，体

部と膨大部を分けた。2 人の検者（M.S.,  M.F.）が

MRI 所見を評価し，評価中は臨床所見や CT 所見に

対しては blind とした。

転帰は受傷 1 年後に Extended Glasgow outcome

Scale（EGOS）12,28）を用いて，外来通院可能な患者以

外は電話連絡にて評価した。転帰良好を EGOS ≥ 7

とし，転帰不良を EGOS ≤ 6 と定義した。

JMP 8.0（SAS Inc. Cary. NC. USA）を用いて統計

学的評価を行った。データの正規性を Shapiro-

Wilks test で評価した。データは平均値（ ± 標準偏

差），中央値（inter-quartile range: 25th percentile to

75th percentile），患者数（％）の内，各データに適切

な指標を用いて評価した。正規分布している項目に

関しては Student's t test で，非正規分布している項

目に関しては Mann-Whitney U test で比較検討し

た。さらに，単変量解析で転帰不良因子と関連して

いた項目を用いて，多変量解析を行った。p<0.05 を

有意差とした。本研究は当院倫理員会にされている

（承認番号 11-R019）。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

まず，EGOS と DAI 病変との関連性を検討した

（Table 1）。dual-DAI と triple-DAI を有する患者は

転帰不良を呈する傾向にあったが，有意ではなかっ

た。次いで single-DAI の病変と EGOS との関係を

調べた（Table 2）。脳梁病変を有する患者は転帰不良
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Table 1 Types of DAI lesions and EGOS scores

EGOS Total Types of DAI lesions
Single Dual Triple

Good recovery 50（56） 37（65） 9（37） 4（50）

8 14（16） 11（19） 2（8） 1（12）

7 36（40） 26（46） 7（29） 3（38）

Disability 39（44） 20（35） 15（63） 4（50）

6 9（10） 4（7） 5（21） 0

5 15（17） 8（14） 5（21） 2（25）

4 8（9） 6（10） 2（8） 0

3 3（4） 2（4） 1（5） 0

2 4（4） 0 2（8） 2（25）

Total 89 57 24 8
Data expressed as number of patients (%)
Abbreviations: DAI, diffuse axonal injury; EGOS, extended
Glasgow outcome Scale.

Table 2 EGOS scores and types of single-DAI lesions

EGOS Total Lobar Corpus Brainstem
callosum

Good recovery 37（65） 31（79） 3（26） 3（60）

8 11（19） 9（23） 1（8） 1（20）

7 26（46） 22（56） 2（18） 2（40）

Disability 20（35） 9（21） 9（74） 2（40）

6 4（7） 2（5） 1（8） 1（20）

5 8（14） 3（7） 4（33） 1（20）

4 6（10） 3（7） 3（25） 0

3 2（4） 1（2） 1（8） 0

Total 57 40 12 5
Data expressed as number of patients (%)

Table 3 EGOS scores and types of dual-DAI lesions

EGOS Total L + C C + B B + L

Good recovery 9（37） 6（39） 0 2（67）

8 2（8） 1（6） 0 1（33）

7 7（29） 6（33） 0 1（33）

Disability 15（63） 11（61） 3（100） 1（33）

6 5（21） 3（16） 1（33） 1（33）

5 5（21） 5（28） 0 0

4 2（8） 2（11） 0 0

3 1（5） 0 1（33） 0

2 2（8） 1（6） 1（33） 0

Total 24 18 3 3
Data expressed as number of patients (%)
Abbreviations: L, lobar; C, corpus callosum; B, brainstem.
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となる傾向があったが，有意ではなかった。また，

dual-DAI の病変の組合せと EGOS に関しては，脳

梁病変と脳幹病変を有する全患者は転帰不良となっ

たが，その差は有意ではなかった（Table 3）。さらに

single-DAI の中で single-CCI の種 類 ・組 合せと

EGOS との関連を検討した（Table 4）。本研究で，

膝部と膨大部病変からなる dual-CCI と，triple-CCI

を有する患者は認めなかった。これらの中で，

single-CCI における膝部病変の存在のみが有意に転

帰不良と関係していた（p=0.0284）。そこで，以後の

DAI 患者における転帰不良に関連する因子について

の検討において，DAI 病変に関しては，他の DAI

病変の有無にかかわらず，膝部病変の有無のみを検

討することとした。89 名の DAI 患者の臨床的な特

徴を Table 5 に示した。転帰不良となった患者群は，

単変量解析で有意に高齢で，GCS 低値，瞳孔不同・

脳梁膝部病変・Marshall CT Classification ＞ 1 の割

合が有意に高かった。そのほかの検討項目に関して

は，2 群間で有意な差は認められなかった。血小板

数，凝固系も同様に有意差は認められなかった

（データは示していない）。多変量解析の結果，GCS

≤ 8，膝部病変のみが転帰不良と関係していた

（Table 6）。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

今回の検討では，多変量解析において年齢・GCS

≤ 8・瞳孔異常で補正後も脳梁膝部病変が，他の脳

梁病変，DAI 病変の有無にかかわらず，転帰不良と

関係するということが示唆された。

頭蓋内の構造物として，脳梁はその位置と構成の

ため頭部外傷時に特に脆弱であるとされている 11）。

部位によって脆弱性が異なるとも言われ，膝部が軽

微な外傷でも障害を受けるとする報告や膨大部はよ

り重症な外傷で障害されるとする報告がある 23）。脳

梁は運動調節においても重要な役割を担っていると

考えられている。脳梁は，左大脳半球から右大脳半

球へと伝えられる言語の入力や片側の運動さらに両

側の運動を統合する情報，片側の運動中に対側の運

動を抑制する情報などを伝えている 7）。脳梁の統合
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Table 4 EGOS scores and types of CC lesions in patients with single-DAI

EGOS Total Single lesion Dual lesion

G B S G + B B + S

Good recovery 3（26） 0 1（50） 2（67） 0 0

8 1（8） 0 1（50） 0 0 0

7 2（18） 0 0 2（67） 0 0

Disability 9（74） 4（100）* 1（50） 1（33） 2（100） 1（100）

6 1（8） 0 0 1（33） 0 0

5 4（33） 2（50） 1（50） 0 0 1（100）

4 3（25） 2（50） 0 0 1（50） 0

3 1（8） 0 0 0 1（50） 0

2 0 0 0 0 0

Total 12 4 2 3 2 1
Data expressed as number of patients (%)
Abbreviations: CCI, corpus callosum injury; G, genu; B, body; S, splenium.
*: Variable significantly related to disability.
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Table 5 Clinical characteristics of patients with DAI

Total Good recovery Disability

（n=89） （n=50） （n=39）
Baseline characteristics

Mean age in y（SD）* 47（19） 42（19） 52（19）
Male 75（84） 42（84） 33（85）
Median GCS score（IQR）* 14（9.8 – 14） 14（13 – 15） 11（7 – 14）
Pupil abnormality * 10（11） 2（4.0） 8（21）
Alcohol 20（26） 14（33） 6（17）
Site of injury

Frontal 14（16） 8（16） 6（15）
Temporal 18（20） 10（20） 8（21）
Occipital 25（28） 15（30） 10（26）
Parietal 20（22） 12（24） 8（21）
Unknown 12（14） 5（10） 7（18）

Mechanism of injury

Fall 38（43） 20（40） 18（46）
Traffic accident 50（56） 29（58） 21（54）
Other 1（1.1） 1（2） 0

Radiological findings

Skull fracture 48（54） 26（52） 22（56）
Linear 27（30） 13（26） 14（36）
Skull base 20（22） 12（24） 8（21）
Depressed 1（1.1） 0 1（2.0）

Marshall CT scale

I * 19（21） 17（34） 2（5.1）
II 33（37） 21（42） 12（31）
III 19（21） 7（14） 12（31）
IV 1（1.1） 0 1（2.6）
Evacuated mass lesion 12（13） 4（8.0） 8（21）
Non-evacuated mass lesion 5（5.6） 1（2.0） 4（10）

Cerebral contusion 63（71） 30（60） 33（85）
frontal 44（49） 22（44） 22（56）
temporal 35（39） 19（38） 16（41）
parietal 16（18） 6（12） 10（26）
occipital 8（8.9） 3（6.0） 5（13）

Lesion of genu of corpus callosum * 15（17） 1（2.0） 14（36）
Data expressed as number of patients (%), unless otherwise indicated.
IQR=25th percentile to 75th percentile
*Variables related to disability 1 year after TBI.
Abbreviations: TBI, traumatic brain injury; SD, standard deviation; GCS, Glasgow Coma Scale; IQR,
inter-quartile range.
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性，特に膝部で伝えられる伝導路 2,5）は移動性，バ

ランスの保持，安定した歩行に関連する 2,5,24）。加え

て，膝部は高次機能，言語，運動計画，視覚運動機

能に関連する前頭葉における複雑な回路にも関与し

ているとする報告もある 2,21）。さらに，膝部は両側

前頭前野を結ぶ伝導路が交通している 4）。前頭前野

は実質的にあらゆる感覚系から情報を受け，運動処

理に関与する構造と優先的に結びついており，それ

故に運動能の高次調節において中心的な役割を担っ

ていると考えられている 20）。安定した歩行は，さま

ざまなレベルの神経系と高次機能との協調作用を要

するとされる 2）。膝部中央においては運動前野と補

足運動野を交通する神経線維が通過すると考えら

れ，簡潔な両手協調運動のみならず，非同期的な手

の運動に関連する複雑な課題の遂行にも関係し，膝

部前部は精神的柔軟性に関係するとされる 3）。膝部

の統合性は mini mental state examination score にて

評価される全般的高次機能によく相関すると考えら

れている 24）。膝部病変を有する患者は，これらの諸

機能に関して注意深く評価されるべきであり，頭部

外傷後の神経学的異常のために日常生活に支障が生

じ，復職が困難となる場合もある。これらの患者の

リハビリテーションプログラムには何らかの治療指

標が組み込まれるべきである。膝部病変とは対照的

に，体部と膨大部は触覚に関連する情報の大脳半球

間の伝達に関連しているとする報告がある 1,3）。し

かし，これらの機能障害は視覚補正により代償さ

れ，障害を自覚しにくい場合が多いとされる 3）。

これまで述べたように，膝部病変は多様な神経学

的障害に関与すると考えられる。しかし，膝部が転

帰不良に関係すると示唆する研究はほとんどなかっ

た。我々の検討では DAI 患者 15％に膝部病変を認

めたものの，これまでの報告では体部や膨大部病変

（8 割程度）に比べて，膝部病変（1 割弱）の頻度が少

なく，十分な評価がなされていなかったことに由来

するのかもしれない 13）。

重症度による DAI の 3 病期分類は DAI 病変の解

剖学的背景に基づいている 9,10）。多発性 CCI 病変や

脳幹病変は転帰不良予測因子とする報告がある 22）。

この報告においては，単発性の病変と多発性の病変

では予後が異なるため，これまでの病期分類は部分

的に修正されるべきであるとしている。我々はある

点ではこの報告に賛成だが，部分的には賛同できな

い。それはこの報告が CCI 病変の部位による転帰へ

の影響を評価していないためである。我々は，今回

の検討を通じて，病期や DAI 病変の多発性ではな

く，脳梁膝部病変の存在そのものが転帰不良に関連

していると主張したい。

本研究においていくつかの limitation について言

及しなければならない。本研究は後ろ向き，単一施

設の研究であり，selective bias を含んでいる。また，

2 名の検者が画像所見を評価したが，inter- ⁄ intra-
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Table 6 Multinominal logistic regression analysis about variables related to disability in patients
with DAI

Variables Univariate P value OR（95％ CI） Multivariate P value

Age 0.0028 0.0584

GCS score ≤ 8 0.0069 6.2（1.6 – 23） 0.092

Pupillary abnormality * 0.0191 6.2（1.2 – 21） 0.0032

Type I diffuse injury 0.0013 0.10（0.022 – 0.48） 0.1032

Lesion of genu * ＜0.0001 27（3.4 – 32） 0.0032
Abbreviations: OR, odds ratio; CI, confidence interval.
*Variables related to disability.
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observer variability が完全には除外できていない。さ

らに，本研究に参加した患者数が少なく，特に脳幹

病変が他の病変に比べて少なかった。その結果とし

て，オッズ比の 95％ confidence interval が比較的大

きくなってしまい，結果の信頼性に影響を与えてし

まっている。転帰に影響を与えるような薬物中毒や

精神科的疾患の既往がある患者は除外したものの，

頭部外傷前の高次機能を含めた評価が行われておら

ず，今回の検討結果に何らかの影響があった可能性

が否定できない。最後に，diffuse tensor imaging は

微細な白質病変の検出感度が良好であり，従来の

MRI では異常が検出されない病変の描出に優れてい

るとされているが 6），今回の検討では行われておら

ず，微細な DAI 病変が十分に評価できていない可

能性がある。

今後，これらの limitation を改善するために，さ

らなる検討が必要であると思われる。

Ⅴ────────────── おわりに ─

DAI 患者において脳梁膝部病変の存在は，DAI 病

期や白質病変，脳梁病変，脳幹病変の数にかかわら

ず，受傷 1 年後の転帰不良因子となりうることが示

唆された。
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Craniofacial trauma: Cooperation between
neurosurgeon and another medical specialists

SHIGEYUKI NISHIKAWA, MASAKI MIURA, MAREINA KUDOH
JUN MATSUMOTO, SYU HASEGAWA

Department of Neurosurgery, Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

We analyzed the characteristics of patients suffering cranio-
facial injury.  A retorosepective analysis was performed at
neuro surgical department of our hospital between January 2000
and December 2009.  Our candidates were patients bearing
moderate or severe intracranial lesions need to be consulted
on experts of another departments related to the facial trauma.
During ten years, 2519 patients of head trauma were admitted
on neurosurgical department.  Of these patients, two hundreds
five patients (8.1%) were consulted to each experts.  Traffic
accident was most commonest cause of craniofacial trauma in
this study (n=126; 61%) followed by fall, direct hit of foreign
body, violence.  Most frequent department available for con -
sultation was otorharyngology (n=131; 63%).  Subsequently,
Ophthalmology (n=58; 28.3%), Oral surgery (n=34; 16.6%),
dermatology (n=25; 12.2%) and plastic surgery (n=6; 3%) had
been available for medical consultation.  Most frequent symp -
tom was facial fracture.  Among theses patients bearing facial
fracture, thirty patients get surgical intervention.  Most involved
cranial nerve disturbance was facial palsy.  In this study, most
frequent diagnosis of intracranial lesion was cerebral contusion
followed by cranial vault fracture, acute subdural hematoma,
epidural hematoma.  A large fraction of craniofacial injury in
this study, degree of intracranial lesion were mild, therefore
GOS on discharge was almost favorable.  Only eight patients
get neurosurgical intervention.  Despite a mild intracranial
lesion, neurosurgeon plays a role as coordinator in the manage-
ment of craniofacial trauma in our hospital.  And this trend
may be under similar circumstances in Japan.  Needless to say,
most important therapeutic goal to the patients of craniofacial
trauma is protection of neurological functions, but injuries of
facial comportments decline the QOL of traumatic victims.
Close and Effective relationship between neurosurgeon and
another experts related to facial injuries is necessary to improve
QOL of patients.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

頭蓋内損傷をきたす外傷において顔面外傷は避け

て通れないものであり，実際に顔面外傷は脳神経外

科の診療に悪影響を与える重要な要因である。顔面

損傷を伴う頭蓋内損傷の診療にあたって眼科，耳鼻

咽喉科といった関連各科との連携が非常に重要であ

る。今回我々は当院に入院した顔面外傷を付随した

神経外傷Vol.34 2011
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頭蓋内損傷について検討を行った。

Ⅱ─────────────── 対 象─

2000 年 1 月から 2009 年 12 月までの 10 年間にお

いて当科に入院した頭蓋内損傷を有する患者のう

ち，顔面に関する関連科（眼科，耳鼻咽喉科，皮膚

科，形成外科，歯科）へ専門的な治療を依頼した患

者を対象とした。ごく軽度の頭蓋内損傷，頭蓋骨骨

折のみで救急外来でのコンサルトのみの患者は対象

外とした。また救急外来で救命できなかった症例も

除外した。入院後どのような診療科に診療依頼を

行ったか，また各々の診療科での診断名を調査し

た。症例毎に受傷機転，手術（脳神経外科，他の診

療科）の有無，性別，年齢等についても解析を行っ

た。神経学的予後は退院時の GOS で評価を行った。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Circle graph indicates total causes of trauma in this study (a).  Especially, details of traffic accident are
demonstrated in distribution chart (b).

Fig.2 Number of consultation to each experts (a).  Right circle graph indicates the total number of consultation in
each patient (b).



56

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

2519 名の頭部外傷の患者が当科で入院し加療が行

われた。このうち 205 名（8.1％）が顔面外傷に対して

他科の専門的な治療を要した。年齢は０歳から 96

歳（平均年齢 38.2 歳）に分布しており，性比は男性

111 名。女性 94 名であった。

受傷の原因としては交通事故が最も多く 126 名

（61％）であり，転倒・転落が 60 名（29.2％）でこの 2

つで大部分を占めた（Fig.1）。交通事故の内訳ではバ

イク関係が 41 名（32％）と最も多かった。事故の相

手方はほとんどが自動車であり，高エネルギー外傷

のケースがほとんどであった。また患者側は自転車

の症例も多くみられた。9 名は異物（材木，石材等）

が顔面に直撃した症例であった。

入院時の脳神経外科学的な病名は，① 脳挫傷（35

名），② 外傷性くも膜下出血（27 名），③ 頭蓋冠骨折

（20 名），急性硬膜外血腫（18 名），急性硬膜下血腫

（16 名）の順であった。このうち脳神経外科的な手術

を要したものは 7 名のみであり，大部分は保存的に

加療が行われた。

診療依頼を行った頻度が高い診療科は耳鼻咽喉科

の 131 名（63％）であり，以下，眼科（58 名），歯科

（34 名），皮膚科（25 名），形成外科（6 名）の順であっ

た。47 名（22.9％）は複数の診療科の診察を必要とし

た（Fig.2）。

コンサルト内容では顔面骨骨折関係に関するもの

が最も多かった（81 名，39.5％）。このうち 15 名

（18.5％）は複合顔面骨骨折であり，耳鼻咽喉科と歯

科に診療依頼がなされていた（Table 1）。
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Table 1 Details of facial bone fracture

（n）

Optic canal fracture 2

Multiple facial fracture 15

Maxillary fracture 12

Orbital fracture 14

Blow-out fracture 8

Nasal bone fracture 11

Zygomatic fracture 5

Mandibular fracture 5

Table 2 Otorhinolaryngological symptoms consulted
on specialist

（n）

Injury of auris externa 8

Injury of auris media 14

Injury of drum membrane 2

Injury of auditory occicle 2

Injury of auris interna 6

Tinnitus 2

Vertigo 5

Liquarrhea 6

External lymphotic fistula 2

Miscellaneous 3

Table 3 Details of symptoms consulted  on specialists
of dermatology, ophthalmology and dental surgery

Dermatology （n）
Scalp laceration 6
Facial laceration 3
Eyelid injury 4
Auricularis injury 2

Ophthalmology （n）
Globe rupture 3
Diplopia 10
Miscellaneous 3

Dental surgery （n）
Tooth fracture 6
Articulation disturbance 4
Tongue laceration 2
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各科別では骨折を除外すると耳鼻咽喉科関係では

聴力障害（Table 2），顔面神経麻痺を，歯科は下顎骨

折に対してコンサルトを行うことが多かった。眼科

では複視に関するコンサルトが最も多かった。眼球

破裂でコンサルトを行ったものは 3 名のみであり，

このうち１例は緊急手術が行われた。皮膚科，形成

外科には顔面裂創，頭皮剥離に対してコンサルトが

行われていた（Table 3）。

付随する脳神経障害では顔面神麻痺が最も多く

（14 名），全例耳鼻咽喉科に診療依頼がなされてい

た。このうち１例のみに顔面神経管開放術が行われ

た。以下聴神経，嗅神経，視神経障害の順であっ

た。今回の調査では外傷に伴う下部脳神経障害で診

療依頼を必要とした症例はなかった（Table 4）。

観血的治療を要したものは他科を含め 42 名

（20.4％）で，このうち 30 名は交通外傷の症例であっ

た。脳神経外科の急性期手術を要したものは 8 名

（3.9％）のみであり大部分は外傷性くも膜下出血，脳

挫傷といった保存的治療のみで加療された症例で

あった。他科関連の緊急手術が行われたものが 2 症

例あった。緊急に他科との共同手術になったものは

眼球摘出を行った 1 例，顔面骨開放骨折の１例の 2

症例のみであった。

195 名は入院後状態が落ち着いてから診療依頼が

行われた。164 名は保存的に加療が行われ，22 名が

同一入院中に各科の手術が行われた。5 名は再入院

で手術が行われ，3 名は他施設に紹介となった。

退 院 時 GOS は Good Recovery と Moderate

Disability を合わせた予後良好群が保存的加療群で

93.6％，手術群でも 92.6％と神経学的な予後は非常

に良好であった（Fig.3）。

代表症例を提示する（Fig.4）。

57 歳，男性。山で作業中に切り倒した木が顔面を

直撃し受傷した。防災ヘリで当院に救急搬送され

た。来院時 JCS 100。顔面を中心に損傷があり気道

の閉塞もみられた。CT にて顔面骨複合骨折，前頭

骨骨折，眼球破裂，脳挫傷，急性硬膜下血腫を認め
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Table 4 Number of consulted cases for management
of cranial nerve palsy

（n）

Olfactory nerve（CN I） 7

Optic nerve（CN II） 4

Oculomotor nerve（CN III） 2

Trochlear nerve（CN IV） 3

Abducens nerve（CN VI） 1

Facial nerve（CN VII） 14

Cochlear nerve（CN VIII） 7

Fig.3 GOS on discharge of surgical, and non-surgical groups.

GR: good recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability, VS: vegetable state, D: dead
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た。前頭骨骨折は開放骨折であったため緊急に血腫

除去と頭蓋形成術を当科で施行した。同時に眼科に

より眼球摘出，および耳鼻咽喉科により気管切開が

行われた。術後脳神経外科入院のうえで，リハビリ

テーション，栄養管理を含めた全身管理を行った。

意識障害には改善がみられ，受傷から 1 ヵ月後に耳

鼻咽喉科および口腔外科により顔面骨の整復術が行

われた。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

顔面損傷を伴う頭蓋内損傷の患者において一番大

切なことはもちろん脳機能の保護であろう。しかし

実際には救命でき，かつ運動，感覚障害がなくとも

顔面損傷があった場合，患者 QOL を低下させる状

況になることは容易に想像できる。顔面外傷に関し

て診療依頼を行う際に，実際にどのようなものが問

題となるかは以下に集約できると思われる。① 美容

上の問題（顔面骨骨折，顔面頭皮裂創等）。② 嚥下，

摂食障害（下顎，上顎骨折）。③ 脳神経およびその関

連臓器の障害（視神経，眼球損傷，顔面神経麻痺，

内耳障害等）。

これらは QOL を考える上で非常に重要である。今

回の我々の研究でもほとんどが上記のいずれかに主

眼を置いて診療依頼がなされていた。我々が提示し

たものは障害の純粋な発生頻度ではなく，他科に診

療依頼を必要とした，つまりは患者の QOL が低下

もしくは日常生活で問題となる頻度である。これま

での報告では頭蓋顔面外傷は男性の頻度が高いこと

が報告されているが，それに比較し今回の報告では

女性の割合が高い傾向にあった。これは一つには美

容上の問題が大きく関わっていると考えられる。

外傷に伴う脳神経麻痺は嗅神経麻痺が一番多いこ

とは以前より言及されている 1,3）が，今回の我々の

報告では日常生活に影響する，顔面神経麻痺が一番

多かった。これまでの報告に比較し外眼筋麻痺の頻

度が少ない 1,3）が，外眼筋麻痺が出現しても通常は

保存的に加療で改善することが多いため，眼科に診

療依頼がなされる症例が少なくなったと推測され

る。また意識障害が強ければ，外眼筋麻痺があろう

とも眼科的治療の適応は乏しくなる。今回の我々の

報告では三叉神経障害に対して診療依頼がなされる

ことはなかったが，顔面骨骨折が慢性疼痛の原因と

なることがあり 4），ペインクリニックなどとも協力

が必要となる。

過去の報告では顔面外傷頭部外傷，特に交通外傷

によるものの生命予後は不良であることが報告され

ている 5,7）。今回の我々の報告では生命予後が良好

なだけではなく，GOS も非常に良好であった。こ

れは我々の症例は関連診療科に診療依頼を必要とし

た，つまり意識レベルがよく，難聴，複視が問題と

なるような症例であるため，当初からバイアスがか

かっていたためと思われる。しかし頭部顔面外傷に

おいて頭蓋内病変は手術を行うものは少なく，大部

分は保存的に加療したとの報告 5）があり，顔面損傷

が併存する場合，頭蓋内に衝撃が加わりにくくなる
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Fig.4 57 yrs. old male injured by direct hit of chopped
down wood while at work.

(a): 3DCT on admission.  CT demonstrated bi-frontal cerebral
contusion and thin acute subdural hematoma in right side
(b).  Removal of ruptured right orbital ball and repair of
frontal bone was performed immediately (c).  One month
later, plastic surgery to maxillary andmandibular fracture was
performed by otorhinolaryngologist and dental surgeon (d).
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可能性がある。しかし生命予後，神経学的予後が良

好であっても，患者 QOL が保たれているかどうか

は別問題である。QOL に重点を置いた頭部顔面損

傷に対する総合的な機能評価が必要であると思われ

た。

今回の我々の症例では一番頻度が高いのは交通外

傷，それも車関係の高エネルギー外傷の症例が多

かった。受傷機転が交通事故のため平均年齢も若い

傾向にあると考えられる。以下転倒，転落，異物の

直撃，暴力行為と続くが，これらは他の外国の報告

でも同様の傾向にある 2,5）。異物直撃，暴力行為が

頭部外傷全体でみれば頻度が高いように思われる。

交通事故の中ではバイク対自動車の事故が一番多

かった。やはりフルフェイスヘルメットの着用が推

奨されると思われるが，これに関して Amirjamshidi

らの研究によってフルフェイスヘルメットの有効性

が示されている 2）。患者側が自転車の症例も比較的

に多く，これも顔面を保護していないためと考えら

れる。

実際に重傷頭部顔面損傷に対する治療を行う際に

は，頭蓋内病変の増悪は即生命に関わるため，当初

は脳神経外科が診療を担当し，顔面損傷に関して各

科の調整役を行っている現状が浮き彫りとなった。

しかし脳神経外科が脳損傷の管理を行い，全体的な

患者 QOL を維持した上で関連診療科の調整を行う

方が日本の現状では一番理想的ではないかと思われ

る。海外では外傷センターのようなところで顔面外

傷チームが多角的，協同的に行なわれているところ

もあるが，そのような施設でもどこの診療科が主導

的立場になるのかが問題になることもあるようであ

る 6）。

たしかに今回の検討で明らかになったように緊急

に合同手術を行う症例はまれで，顔面損傷の治療も

全身状態が改善してから行われていることが多かっ

たが，受傷後速やかに機能的評価および診療を行っ

たほうが患者負担は少なく，最終的な患者 QOL を

改善させやすいと考えられる。速やかな関連診療科

の連携が治療成績を改善させることは過去の論文で

も強調されている 6）。地域の基幹病院で関連診療科

が常設され，診療連携が良好にはかられていること

が患者 QOL を改善するために重要であると考えら

れる。

Ⅴ────────────── おわりに ─

外傷の急性期においては頭蓋内損傷の治療が最優

先にされていた。しかし顔面骨の損傷，脳神経損傷

の損傷は回復後の QOL を左右する非常に重要な要

因であり，急性期から早急な対応が重要であると考

えられる。関連各科が常在することは頭蓋顔面外傷

の診療を行う上で非常に重要である。
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Resumption of motor driving in recovery
stage after traumatic brain injury:
Report of present trial and problems

in single institute

MASARU OGA

Department of Neurosurgery ⁄ Rehabilitation Medicine,
Ibaraki Prefectural University of Health Science Hospital

This study investigated resumption of motor driving in recov-
ery stage after traumatic brain injury (TBI) in our hospital.
We selected 12 cases based on certain inclusion criteria from
38 patients who had sent to our hospital and received rehabili-
tative training after TBI since February 2008 until December
2010.  We evaluated motor driving skills by driving simulator
(DS-2000®, Mitsubishi Precision Incorporated Company), higher
brain function by neuropsychological tests (WAIS-III, WMS-R,
RBMT, TMT, FAB, BADS, kohs) and ADL by Functional
Independence Measure (FIM).  On admission driving simula-
tion (DS) was performed, while DS and aptitude test (AT) was
respectively performed on discharge.  Each episode of danger-
ous driving was counted and totalized under 10 situations in
DS, while capability of motor driving was evaluated from 5
points of view in AT.
Group was constituted by 11 men and 1 woman, 39 (mean)
years old.  Initial mean GCS was 9.3 (range 5 – 12), moderate
(8 cases) – Severe (4 cases) injury.  They were discharged 117.8
days after TBI.  Episode of dangerous driving in DS on admis-
sion was 25.8 ± 5.9 (mean ± SD), while on discharge was 19.1 ±
4.6 (t-test, p<0.01).  AT on discharge indicated two disquali-
fied cases (17%).  One of two had no remarkable abnormality
in higher brain function but had sensory disturbance in right
lower limb, therefore needed visual confirmation in AT.
Another had abnormality in most of neuropsychological tests
and it suggests certain correlation between motor driving and
higher brain function.  Eight of 10 qualified cases actually
resumed motor driving and no obvious traffic accident was
confirmed according to telephone interview 3 months later
since discharge.
This study suggested that not a few patients with TBI could
actually resume motor driving safely even in recovery stage
after TBI under appropriate inclusion criteria, DS, and AT.
Further various strategies, however, should be developed to
guarantee safe resumption of motor driving.
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Ⅰ────────────── はじめに ─

高齢化社会に突入しているわが国では，2009 年度

より後期高齢者の免許更新に際し認知症簡易検査を

義務付け 9），また自動車運転に関する論文も認知症

関連 17）が大多数を占める。一方で，頭部外傷を主要

傷病とする高次脳機能障害においても社会復帰の手

段として自動車運転は重要であり，注目すべき報告

やレビューがいくつか提出されている 3,15,16）。

当施設においても以前，脳損傷患者の自動車運転

能力の予測に有用な高次脳機能検査課題を明らかに

することを目的に，ドライビングシミュレータ（以

下 DS）による運転技能と高次脳機能検査との関係を

検討した 11）が，対象症例はほとんどが脳卒中患者か

つ慢性期での評価であった。今回，頭部外傷患者を

対象に回復期リハ終了時における自動車運転能力評

価を行ったので，その結果を報告し，併せて評価に

おいて派生する諸問題について検討した。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

2008 年 2 月から 2010 年 12 月にかけて当施設回

復期リハ病棟に入院し加療した頭部外傷患者 38 名

（うち自動車運転免許所有者 30 名）のうち，以下の

条件全てを満たした 12 名を対象とした。

① 回復期リハ病棟に入院している

② 受傷前に自動車を常用していた

③ 痙攣発作のエピソードがない

④ 明らかな視野視力障害・失語・著明な聴力障害

がない

⑤ 入院中に基本的 ADLの自立が達成されている

⑥ 自動車運転能力の評価訓練を希望している

方法として，自動車運転適性検査装置 DS-2000®

（三菱プレシジョン株式会社）による運転シミュレー

ションおよび適性検査と各種神経心理学的検査によ

る評価を行い，必要に応じて自動車運転シミュレー

ション訓練を含めた認知リハビリテーションを施行

した。また退院前に自動車運転適性検査を施行し，

自動車運転の可否を判定した。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

（1）対象症例の基本情報（Table 1-a, b）

性別は男 11 名・女 1 名とほとんどが男性で，受

傷時年齢は 39 ± 11（平均 ± 標準偏差）歳と比較的若年

者であった。受傷原因は交通事故 8 例・転倒 2 例・

転落 1 例・殴打 1 例で交通外傷が過半数を占め，単

独外傷 5 例・多発外傷 7 例であった。

TCDB-CT 分類では Diffuse injuryⅡ 7 例・Diffuse

injuryⅢ 1 例・Evacuated mass lesion  1 例・Non-

evacuated mass lesion  3 例で，搬送時 GCS  8 以下の

重度 4 例・GCS  9〜13 の中等度 8 例であった。

急性期治療においては開頭血腫除去術を施行され

た 1 例を除き保存的に治療され，その後回復期も含

めシャント術を要する続発性水頭症の出現はなかっ

た。受傷から回復期リハ入院までに 44 ± 9.2 日経過

し，回復期リハ病棟での入院期間は 73.8 ± 37.7 日で

あった。また退院時までにけいれん発作は全例生じ

なかった。

回復期リハ病棟入院時身体症状（重複あり）とし

て，片麻痺 5 例・単下肢麻痺 1 例・協調運動障害お

よび体幹失調 1 例・下肢感覚障害 1 例・明らかな身体

症状のないものが 4 例あったが，退院時には軽度体

幹失調 1 例・軽度右下肢麻痺 1 例・右下肢感覚障害 1

例・明らかな身体症状のないもの 9 例と機能的改善

を認めた。

FIM（Functional Independence Measure）を用いて

評価した日常生活動作においては，入院時の運動

FIM が平均 74.3 ± 17.5，認知 FIM が 29.8 ± 5.5 で

あったが，退院時には運動 FIM が平均 88.8 ± 3.4，

認知 FIM が平均 32.6 ± 2.6 と有意に改善していた（t

検定，p<0.05）。

神経外傷Vol.34 2011
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Table 1-a Background of 12 cases for assessment of fitness to safe driving after TBI

*Disqualified case

Table 1-b Background of 12 cases for assessment of fitness to safe driving after TBI

*Disqualified case
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（2）対象症例の高次脳機能障害（Table 2）

対象 12 症例に対し，一般的知能（WAIS-Ⅲ／11 例）・

記憶（WMS-R／6 例・RBMT／7 例）・注意（TMT／9

例）・遂行機能（FAB／7 例・BADS／4 例）・空間構成

能力（kohs 立方体テスト／8 例）が評価された。評価

においては検査の大部分において 2SD（標準偏差）を

超えた場合に障害域，1SD 以内であれば正常，1SD

を超えるが 2SD 以内の場合に境界域と定義した。そ

の結果，回復期リハ入院時には一般的知能は境界域

3 例・障害域 6 例・未検 3 例，記憶は正常 6 例・境

界域 1 例・障害域 4 例・未検 1 例，注意は正常 3

例・境界域 2 例・障害域 5 例・未検 2 例，遂行機能

は正常 3 例・境界例 2 例・障害域 2 例・未検 5 例，空

間構成能力は正常 4 例・境界域 3 例・障害域 1 例・未

検 4 例であった。退院時においては，一般的知能は

正常 1 例・境界域 2 例・障害域 1 例・未検 8 例，記

憶は正常 6 例・境界域 2 例・障害域 2 例・未検 2 例，注

意は正常 5 例・障害域 2 例・未検 5 例，遂行機能は

正常 6 例・境界域 1 例・未検 5 例，空間構成能力は

正常 5 例・未検 7 例であった。

（3）自動車運転シミュレーション評価（Table 3）

シミュレーションコース評価は入院時（受傷から

53.7 ± 9.3 日後）と退院時（受傷から 107.9 ± 35.5 日

後）に行われた。評価の実際として，自動車運転適

性検査装置 DS-2000®（三菱プレシジョン株式会社）

を用いてバーチャル市街地を約 15 分運転し，その

行程で遭遇する 10 の危険場面での運動行動により，

評価点が算出された。なお，評価点は警察庁交通局

による路上運転技能試験の減点適用基準 5,6）を参考

にして決定されている。10 の危険場面は，

① 交差点直進時の先行左折車の急停止

② 対向右折車両の死角を直進してくる二輪車

③ 横断歩道手前の駐車車両の陰からの横断歩行者

④ 交差点左折時の原付車の巻き込み

⑤ 大型車の死角から右折してくる二輪車

⑥ 住宅街での子どもの飛び出し
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Table 2 Higher brain function of 12 cases in recovery stage after TBI

*Disqualified case
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Table 3 Results of DS in 12 cases in recovery stage after TBI

*Disqualified case

Fig.1 Schema of 10 situation for evaluation of driving technique on DS.
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⑦ カーブの先の駐車車両

⑧ 自転車の側方通過

⑨ 交差点右折時に対向車線を直進してくる二輪車

⑩ 対向方向駐車車両の間からの飛び出し

から構成されている（Fig.1）。

その結果，危険走行回数は入院時平均 25.8 ± 5.9

に対し退院時 19.1 ± 4.6 となり，統計学的に有意な

改善を認めた（t 検定，p<0.01）。

（4）自動車運転適性検査（Table 4）

自動車運転適性検査は退院時（受傷から 111.3 ±

35.8 日後）に施行され，① ハンドル操作性，② AT

シフトレバー操作，③ アクセルペダル操作性，④

ブレーキペダル操作性，⑤ アクセルブレーキ踏みか

え反応時間の 5 項目で評価された（評価は警察庁交

通局による路上運転技能試験の減点適用基準 5,6）を

参考にして決定されている）。その結果，10 名を合

格，2 名を不合格と判定した。失格項目はブレーキ

ペダル操作性 1 名／アクセルブレーキ踏みかえ反応

時間 2 名（重複あり）であった。合格者に対しても，

個々の神経心理検査結果や臨床上観察される不備を

基に主治医が判断し，法的強制力は明らかではない

が「日中に限り」「慣れた道路で」「自動車運転能力

のある者を助手席に乗せて」等々の条件を付加した。

（5）公安委員会への診断書作成と
退院後聞き取り調査

自動車運転適性検査の結果に基づき，合格者には

県公安委員会提出用診断書に必要事項を記入したう

えで免許センターでの適性検査を受けてもらい，全

員合格した。各合格者に対して退院 3 ヵ月後に聞き

取り調査を行い，運転開始状況・交通事故の有無等

を確認した。その結果，合格者 10 名中 8 名が日常

的に自動車運転を再開していた。受傷から自動車運

転再開までの日数は 116.4 ± 34.8 日であった。その

うち 2 名に車庫入れ時の車のこすりがあったが，対

神経外傷Vol.34 2011

Table 4 Results of aptitude test for motor driving in 12 cases in recovery stage after TBI

*Good; 0.72sec.<, Fair ; 0.72sec.≥, 0.84sec.<, Poor; 0.84sec.≥ 
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物・対人事故は皆無であった。主治医が付帯した制

限事項に関しては，「きちんと守っている」4 名・「だ

いたい守っている」2 名・「あまり守れていない」2 名

であった。

（6）自動車運転能力再獲得に至らなかった
2 症例の特徴

不合格となった 2 例（症例 3 と 7）につきその特徴

を検討した。

症例 3：頭部単独外傷（TCDB-CT 分類；Non-

evacuated mass, 重症度；GCS 12 ─ 中等度）で，入

院時には RBMT と TMT と WAIS-Ⅲは処理速度（境

界域）以外は既に正常であり，FAB も入院経過中に

正常化した。コース立方体組み合わせテストは未検

だが，類似課題である WAIS-Ⅲの下位項目である

「積木模様」は評価点 11 と正常であった。また退院

時認知 FIM 30 と ADL 面でも大きな支障はない状

態であった。自動車運転適性検査で問題となったの

は右下肢感覚障害に由来するアクセルペダル／ブ

レーキペダル操作性の不確実性であり，アクセルブ

レーキ踏み替え反応時間に関しても 0.7 秒未満であ

るものの目視が必要な状況であったため，通常仕様

の自動車運転は不可で改造が必要との判断に至っ

た。結果的に，高次脳機能障害ではなく身体的能力

が問題となった症例と考えられる。

症例 7：多発外傷（骨盤骨折合併，TCDB-CT 分

類；Diffuse injuryⅡ, 重症度；GCS 7 ─ 重度）で，入

院時はコース立方体組み合わせテスト（境界域）を除

き WAIS-Ⅲ，WMS-R，TMT，FAB いずれも障害

域であった。退院時（受傷 187 日後）においてもコー

ス立方体組み合わせテスト（正常域）以外はすべて障

害域に留まった（遂行機能に関しては FAB は正常化

したものの標準検査である BADS は障害域であっ

た）。一方，退院時 Motor FIM 90（91 点満点）と

ADL は自立しており，自動車運転において身体能

力の影響はないものと判断された。自動車運転適性

検査ではブレーキペダル操作性が不良であり，アク

セルブレーキ踏み替え反応時間も平均 0.92 秒と基準

値を超えたため，自動車運転不可との判断に至っ

た。本症例は，高次脳機能障害が自動車運転能力再

獲得の直接的阻害因子であることが強く示唆され

た。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

自動車運転はときとして交通事故という形で複数

の命を奪う惨劇につながる危険をはらんでいる。そ

のような状況を可及的に回避すべく，1960 年に制定

された道路交通法においては障害者に係わる免許取

得欠格事由が定められた。しかしながら現代社会に

おいて，就労や通勤，レジャーといった社会参加の

うえでの自動車運転の役割は増々大きなものとなっ

ている。さらに近年は障害者の活動におけるノーマ

ライゼーションの理念が社会に浸透してきた。以上

の背景をもとに，2000 年に「高齢者，身体障害者等

の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関

する法律」（交通バリアフリー法）が施行され 14），

2002 年には道路交通法改正により，障害者に係わる

免許取得の欠格事由がすべて廃止され個々人の身体

的知的能力により自動車運転の可否が判断されるこ

ととなった。一方，認知症と自動車運転の問題も注

目され，2002 年の道路交通法改正において認知症

（当時痴呆の用語で法制化）が一定の免許制限を受け

ることが明文化され，2009 年には 75 歳以上の運転

免許保有者に対する認知機能検査や検査結果に基づ

く高齢者講習などが義務づけられている 9）。

このような経緯の中で，傷病後の高次脳機能障害

者に対しても自動車運転再開の可否をどのように判

断するかといった問題が浮上し，いくつかの報告が

なされているが，実際的な安全基準が確立されるま

でには至っていない。また，対象例のほとんどは受

傷から 1 年以上経過した生活期での評価となってい

る 12）が，頭部外傷患者が比較的若年の就労男性に多

いことから，回復期治療が終了した時点での復職・

再就職が高次脳機能面で試行可能と判断されるなら

ば，通勤手段としての自動車運転能力の可否をその

神経外傷Vol.34 2011
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タイミングで検討することも有意義と考えられる。

本研究では上述した趣旨に基づき，12 例の頭部外傷

患者の回復期における自動車運転能力再獲得の評価

を行った。その結果，10 名（83％）が合格し，不合格

2 名のうち高次脳機能障害が直接的因子と推定され

たのは 1 名（6％）のみであった。頭部外傷後 117.8±

38 日の時点での 80％余りもの自動車運転能力再獲

得率は，従来の報告（Rapport LJ et al.（2008）12）；受

傷平均 5.2 年後で自動車運転再開は 17％，Novack

TA, et al.（2010）10）；受傷 5 年以内に約 50％が自動

車運転を再開）と比較して高率だが，その理由とし

ては，第一に従来の報告のほとんどは自然経過での

自動車運転再開を扱っているのに対し，本報告では

積極的な自動車運転能力評価と再獲得に向けての訓

練を行い自動車運転再開を促していることにあると

考えられる。第二には，自動車運転能力再獲得に向

けた頭部外傷後高次脳機能障害者の評価訓練に適用

基準を設けたことにあると考えられる。なお，適用

基準の一部には道路交通法上の規制事項（痙攣発作

のエピソードのないこと，明らかな視野視力障害・

失語・著明な聴力障害のないこと）が含まれている。

自動車運転能力と高次脳機能との相関に関して

は，神経心理学的検査の WAIS-R およびコース立方

体組み合わせテストの IQ が 80〜90 以上に保たれて

いることが望ましいとする報告 7）や，TMT／WAIS-

R 符号／WMS-R 言語性対連合Ⅰ／BADS 年齢補正

標準化得点・動物園地図得点との有意な相関ありと

の報告 11）がある。また脳卒中患者においては認知

FIM  5 項目全てが 6 点以上の場合に運転再開を考慮

できるという報告 13）もある。本報告の合格者 10 名

においては，そのほとんどが入院時にのみ各種神経

心理学的検査評価を受けているため，退院時自動車

運転適性検査との相関を統計学的に検討することは

不可能であったが，全例に評価されている退院時認

知 FIM に関しては，合格者中 3 項目が 5 点であっ

たもの 1 名，1 項目が 5 点であったもの 2 名がおり，

上述した報告とは必ずしも一致しなかった。一方，

合格者のうち症例 2 では退院時 WAIS-Ⅲ符号は評価

点 8 と正常域であり，症例 10 では WAIS-Ⅲ符号評

価点 7・WMS-R 言語性対連合Ⅰ粗点 17 と前者が境

界域，後者が正常域であった。さらに高次脳機能障

害の関与が強く示唆された不合格症例 7 に関して

は，退院時 WAIS-Ⅲ符号評価点 1・WMS-R 言語性

対連合Ⅰ粗点 13・BADS 動物園地図課題 0 点といず

れも障害域であり，先行報告と大きく矛盾しない結

果となった。しかしながら，そもそも自動車運転能

力の適性基準が統一されているわけではない状況下

での神経心理学的検査は自動車運転能力再開に対す

る確実な予測手段とはなりえないという主張もあ

り 2），同検査への安易な信頼・依存は避けるべきと

考えられる。また，高次脳機能障害患者に対して回

復期リハ病棟で提供可能な最長入院期間である 180

日以内での標準神経心理検査の繰り返しにおいて

は，学習効果によるみかけ上の改善の生じる可能性

のあることも考慮すべきである。

自動車シミュレーター評価においても実際の路上

運転能力との乖離の可能性が指摘されている。蜂須

賀は，頭部外傷患者でのシミュレーター上の反応速

度評価におけるばらつきの多さに注目し，路上運転

で問題となるのは一定時間の運転中に時に生じる反

応時間の遅れが事故につながる可能性を指摘してい

る 3）。また最近では有効視野（useful field of view,

UFOV）と運転技能との深い関連性を示す報告がな

されている 1）。

現在最も確実な評価手段としては，自動車運転教

習所での路上運転評価になるであろう。加藤らは，

自動車教習指導員と連携し，高次脳機能障害者の自

動車運転再開の評価・訓練に CARD システムを導入

している 4）。CARD システムとは，認 知 機 能

（Cognitive function）評価・予想運転（Actual Route）

評価・運転技能（Driving ability）評価・カンファレン

ス・フィードバックの 5 つから構成されている。今

後は，頭部外傷後に限らず高次脳機能障害者に対す

る地域社会での自動車教習所との連携による綿密な

評価・訓練の体制を構築していくことが，安全に自動

車運転を再開継続し得る最も有効な方策と思われる。
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本報告では頭部外傷後回復期において自動車運転

再開の可否を判断したが，上述の幾多の報告・研究

からわかるように，本報告の可否判断が適切である

という保証は決して高いものとはいえない。例え

ば，社会的行動障害は自動車運転時の状況判断に大

きな影響を持つものとされる 16）が，神経心理学的検

査では評価し難く，かつ本報告において病棟生活で

は目立たなかった問題が実社会に戻り露呈してくる

可能性もある。また，退院 3 ヵ月後の聞き取り調査

での医師の指示に対し「あまり守れていない」との回

答は，高次脳機能障害に対する病識不足を反映した

ものと推測され，自動車運転の安全性に不安が残

る。幸いに聞き取り調査では目立った事故はなかっ

たが，より長期の追跡調査が可否判断の妥当性を確

認していくうえで必要不可欠と考えられる。また，

回復期では不合格になった 2 症例および適用基準で

除外された 18 症例においても将来自動車運転能力

が再獲得される可能性はあり，一定期間後に自動車

運転再開評価の機会を設けることにより社会参加の

機会を増やす試みを怠ってはならないと考えてい

る。

最後に，自動車運転再開が可とされた症例におい

ても，安全性をより高めるために，自動車運転に関

わるてんかん発作の相対的欠格事由に関しては将来

的に生じる可能性のあることの情報提供を行うと共

に，発作の招来を可及的に回避するための生活指導

も必要不可欠なものとして行うべきであると考え

る。一般的に外傷性てんかんの発生頻度は全体の

5％以下でうち 80％は受傷 2 年以内に生じるとされ

ているが 18），この潜在的危険性が回復期における自

動車運転再開の最大の懸念事項といえる。当施設で

は外傷性てんかんの情報提供・生活指導も評価訓練

の一環として採用し，リスクの可及的回避に努めて

いる。

Ⅴ────────────── おわりに ─

当施設における頭部外傷後回復期での自動車運転

再開評価の現状と諸問題について報告した。適用基

準を設けたうえで抽出された 12 症例に各種神経心

理検査・自動車運転シミュレーションを行い回復期

リハ病棟退院時に自動車運転適性検査を施行したと

ころ 10 症例 80％余りもの高い合格率となった。う

ち実際に自動車運転を再開した 8 症例において退院

3 ヵ月後の時点では全例明らかな事故を生じていな

いことが判明した。復職や再就職といった社会復帰

促進のうえで，回復期リハ終了時の自動車運転能力

再獲得は有意義である一方，実際的な安全基準が確

立していない中での判定には危うさも付きまとう。

今後は学際的研究を交えた臨床研究および判断妥当

性検証のための中長期的追跡調査，自動車教習所と

の連携といった地域社会でのネットワーク・システ

ム構築などが必要な課題と考えられた。
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The present status of the brain injury caused
by Judo: more than 110 deaths in school
judo class during the last 27 years

MASATO NOJI

Depatment of Neurosurgery, Ashigarakami Kanagawa Prefectual Hospital

In contact sports, such as boxing, rugby, American football,
and judo, the risk of cerebral concussion or acute subdural
hematoma by head blow, remains in high in Japan.  The progno-
sis of an acute subdural hematoma is very poor and the mortali-
ty rate reachs to 55%.  Dr. Ryo Uchida of Aichi University of
Education investigated the fatalities in school judo classes,
and clarified that more than 110 students aged 12 to 17 died as
a result of judo accident in Japan.  The fatalities is more than
five times higher in any other sports.  According to the investi-
gation of Kobayashi, in Britain, Germany, Canada, the United
States, and Australia, where judo population is larger than
Japan, fatal accident in judo could not be found.  On the judo
community in Japan, the high mortality rate of judo is thought
to be caused by underestimation of the danger of “concussion”
and too hard drill works.  Therefore, All Japan Judo Federration
should take measures immediately in order to save a precious
young life, because of the government plan that new national
curriculum reforms will be required in all junior high school
students to practice judo or some other “budo” starting along
the 2012 school year.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

ボクシングやラグビー，アメリカンフットボー

ル，柔道などのいわゆるコンタクトスポーツでは頭

部打撲による脳震盪や急性硬膜下血腫のリスクが存

在する。急性硬膜下血腫の予後は悪く，たとえ広汎

な外減圧術を行っても死亡率は 55％に達する 11）。最

近，柔道による死亡事故が他のスポーツと比較して

予想以上に多いことが判明し，マスコミに取り上げ

られたり，「柔道事故被害者の会」を中心としたシン

ポジウムも開催され注目を浴びている。これらを受

けて 2011 年度より全日本柔道連盟の「柔道の安全指

導」指導書も，頭部外傷に対する警告を促すように

大きく改訂されている。また 2012 年度より中学校

保健体育科で武道が必修化されることにより，柔道

人口が増加するのは必至であり，早急なデータ分析

と対策が必要である。今回「柔道被害者の会」のご家

族のご好意によりの死亡症例，高度障害症例の事例

につきその事故経過，開示されたカルテよりの情報

収集，放射線学的画像などを閲覧，検討する機会を

得たため報告するとともに今後の対策につき意見を

述べたいと思う。

Ⅱ─────────日本の柔道事故の現状─

内田 13）は独立行政法人日本スポーツ振興センター

神経外傷Vol.34 2011
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が毎年発行している『学校管理下の死亡・障害事例と

事故防止の留意点』の昭和 60 年版（事故発生は 1983

年度）から平成 21 年版（事故発生は 2008 年）までの

記載事例と，2009 年度以降の新聞等の報道記事を合

わせて，学校管理下の部活動や体育における死亡事

故事例を数えあげ，柔道の死亡事故件数は 1983 年

〜2010 年 10 月までで合計 114 件（年平均 4 件）あっ

たと報告した。また詳細なデータの収集が可能で

あった 1999 年〜2008 年（死亡件数については 1983

年〜2008 年）までの 10 年間に起きた，主たる部活動

における死亡事故の発生件数と発生確率について解

析したが，その結果は想像を絶するものであった

（Table 1）。Fig.1 は 10 万人あたりの死亡生徒数を死

亡確率としてグラフにしたものである。中学校では

柔道が 1.883 人と突出して高いことがわかる。その

次に高いバスケットボールの 0.287 人と比較しても

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 The number of fatality and fatality rate in school club activities

A B

Fig.1 The fatality rate in school club activities.

A: in junior high school, B: in high school
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6.6 倍の高さである。高校でも柔道はラグビーとと

もに，高い死亡確率を示している。柔道の 2.807 人

は次に続く剣道の 1.010 人と比べて 2.8 倍の高さで

ある。また 1983 年〜2009 年までの 27 年間 110 件

の柔道の死亡事例の解析における学年別の件数の比

較では中学校全体のうち 1 年生が 54.1％（20 件）で多

数を占め，同様に高校においても 1 年生が 64.4％

（47 件）と値が高かった。中学校・高校いずれにおい

てもとくに初心者の中で死亡事故が多発している。

また内田 13）は柔道固有の動作に伴って死亡事故が起

きていることを明らかにした。「柔道固有」というの

は柔道固有の動作に起因する死亡であり，「運動全

般」というのは運動全般に共通する死因（突然死，熱

中症等）である。「柔道固有」は，中学校で全体の

81.1％（30 件），高校では全体の 63.0％（46 件）とい

ずれも多数を占めていた。

「柔道固有」の内訳では中学校の 30 件のうち，投

げ技・受け身の衝撃によって頭部外傷（急性硬膜下血

腫）が生じて死に至ったケースが 28 件（75.7％），そ

の他（寝技で窒息死，投げ技・受け身で臓器損傷な

ど）が 2 件（5.4％），高校では 46 件のうち，前者が

43 件（58.9％），後者が 3 件（4.1％）である。内田は以

上のように結果を踏まえて，柔道事故はこれまで長

らく放置され，個々人の不運として片付けられてき

たが，死亡事故を防ぐには死亡事故の研究が不可欠

である事，頭部外傷による死亡が目立つことから，

とりわけその医療の分野において柔道事故が分析さ

れる事と，そこから得られた知見が学校や道場に周

知徹底される事が急務であると結論づけている。

Ⅲ ────────────── 症　　例─

以下の症例は「柔道被害者の会」のご家族のご好意

によりその事故経過，開示されたカルテよりの情報

収集，放射線学的画像を閲覧したものである。

〔 症例 1〕

12 歳，男性

200×年 6 月某日，柔道道場での投げ込み練習中で

あった。本人（中学１年生，柔道経験 3 年，2 級）が，

相手（中学 3 年生，柔道経験 8 年，初段）より大外刈

りで投げられた際，畳に後頭部を打撲した。頭部の

痛みを訴えていたが，「頭を打ったくらい大丈夫」と

言われ練習を継続していた。その後再度投げられた

後に意識不明になり救急車を要請された。救急隊到

着時は意識レベル JCS = 100，瞳孔両側散大，対光

神経外傷Vol.34 2011

Fig.2

A: CT reveals left acute subdural hematoma and arachnoid cyst in left middle temporal fossa.

B: CT after decompressive craniectomy reveals severe cerebral swelling after the operation.
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反射なし，直ちに救急病院に搬送された。搬送中に

一回嘔吐した。入院時所見：意識レベル JCS = 200

GCS  5（E1M3V1），除皮質硬直様の四肢屈曲位あ

り。瞳孔径：右 2 mm，左 6 mm，対抗反射なし。血

圧 157 ⁄ 77 mmHg，脈拍 69 bpm，呼吸数 26 ⁄ min，

チェーン・ストーク呼吸。頭部 CT 上，Fig.2 のよう

に左前頭葉〜頭頂部にかけて最大 1.5 cm の急性硬

膜下血腫を認めた。血腫は上矢状洞に多く，脳幹周

囲のくも膜下腔の描出は不良で脳ヘルニアの所見を

呈していた。また左中頭蓋窩には 6 cm のくも膜嚢

胞が認められた。術直前は両側瞳孔散大であったが

救命のため広範囲開頭血腫除去術・外減圧術を施行

した。術中の硬膜の緊張は強く，血腫の除去ととも

に急性脳腫脹をきたしたため，硬膜形成を行い閉創

した。術後は血圧低下をきたし，昇圧剤にも反応せ

ず，7 月某日死亡した。

〔 症例 2〕

16 歳，女性

200×年 7 月某日，柔道部の夏季合宿に来ていた。

合宿２日目の午前の乱取り中，相手に投げ技をかけ

られて頭から落ち，頭部を打撲し，その後頭痛，悪

心を訴え始め，昼過ぎに一回嘔吐をした。このため

午後の練習は休んでいた。翌日朝にも頭痛，体調不

良があったため軽易な練習のみに参加し，その後は

休息をしていた。翌々日も頭痛，悪心が持続し，朝

食を食べて嘔吐した。同日は練習を継続し，打ち込

み練習中に激しい頭痛に襲われ，泣き出した。その

後は休息をしていたが食欲不振が継続していた。合

宿最終日である 5 日目も頭痛，悪心があったため午

前中は練習に参加せずに休んでいたが「合宿最後の練

習なので参加してみてはどうか」との担当教諭の言葉

に参加を促され，教諭との立ち技乱取りを行うこと

となった。体落としにより投げられ，背中から落ち

た後より，意識障害および強直性のけいれん発作を

起こしたため救急病院に搬送された。来院時 GCS =

E1V1M2，両側瞳孔散大（7 mm），対孔反射消失，痛

み刺激に対して除脳硬直姿勢を呈す。角膜反射は両

側に認められた。CT にて Fig.3 のように右急性硬膜

下血腫を認めたため，緊急減圧開頭血腫除去術を施

行した。術中所見では Labbe 静脈が横静脈洞手前の

lateral tentorial sinus に流入する部分で破綻し出血し

ていることが確認された。圧迫止血にて手術を終了

したが，患者は vegitative state の状態である。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.3

A: CT reveals right acute subdural hematoma and shows midline shift.

B: CT after decompressive craniectomy reveals disappearance of midline shift.
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〔 症例 3〕

15 歳，男性

200×年 12 月某日 15 時 30 分頃より中学校の柔道

の部活で乱取り稽古にて小内刈り，背負い投げ，一

本背負い，体落とし，巴投げ，小外刈り，大外刈

り，足払い等を行う。15 時 50 分頃より担当教諭を

相手にして同様の練習内容を行い 3〜4 回投げられ

た。この際，頭部打撲はなかったらしい。その後に

教諭の行った「絞め技」で意識消失，いわゆる「落ち

た」状態になった。その後「喝を入れる」意味で胸腹

部を圧迫，ほほを一回叩くことにより覚醒した。1

分後に練習を再開，同様の投げ技を受けた。本人が

教諭に背負い投げをかけようとしたが，つぶれてし

まい，背中に覆い被さった状態から｢袖車｣で締めに

入られ「落ちそう」になったため練習を終了した。そ

の直後より柔道着の乱れを直そうとしても直せない

異常行動が出現，16 時頃にその場で崩れるように倒

れ，けいれん後，意識障害の状態となったため救急

車を要請し，救急病院に搬送された。来院時 JCS =

200，GCS = E1V1M3，瞳孔散大（5.5 mm,  5.5 mm）

対光反射緩慢　除皮質硬直を認めた。頭部 CT 上

Fig.4 のように右急性硬膜下血腫を認めたため緊急

減圧開頭血腫除去術を施行した。術後は意識障害，

運動レベルが著明に改善し，現在 ADL は問題ない

が記銘力障害，集中障害他，様々な高次機能障害が

残存する状態である。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

（1）症例について

症例 1〜3 まではすべて「柔道被害者の会」の家族

の方より提供していただいたものである。裁判に

なっている事例もあるため経過内容の真偽について

は被疑者側と食い違う意見もあるかと思うが，今回

記載した内容についてはカルテや意見書，裁判審議

内容など事実に基づいた公共性のあるものだけを掲

載した。症例 1 は大外刈りで投げられ，後頭部を打

撲し，その後頭痛を訴えていた。スポーツ医学的に

みれば休憩させて経過観察であるが，再度練習に参

加し，再び投げ技を受けた後より意識障害を起こし

ている。典型的なセカンドインパクト・シンドロー

ムと考えられる。この症例では左中頭蓋窩にくも膜
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Fig.4

A: CT reveals right acute subdural hematoma.

B: CT after decompressive craniectomy reveals no change in cerebral hemisphere.
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囊胞が認められる。以前よりくも膜囊胞は外傷性硬

膜下血腫の危険性があると言われており，プロボク

シング選手の不適格疾患として扱われている。今回

の症例の CT では血腫はくも膜囊胞付近には薄く，

傍矢状洞付近に厚く存在するため架橋静脈が破綻す

ることにより出血したと考えられ，くも膜囊胞固有

の血管の破綻によるものではないと推測される。

症例 2 も典型的なセカンドインパクト・シンド

ロームと考えられる。頭部打撲直後より頭痛が持続

性にあったため同日より少量の血腫がしていたと想

像される。最初の受傷後 3 日以内に医療機関を受診

していれば発見できたのではないかと思うと残念で

ある。

症例 3 についての問題は柔道の技の一つではある

「絞め技」でいわゆる「落ちる」ことについてである。

この行為は頸部を柔道着の袖や前腕（裸締め）で圧迫

をすることによって，① 頸動脈の血流が低下するこ

とにより脳虚血に陥り意識消失する，② 頸動脈球の

圧迫刺激により迷走神経反射が起こり意識消失す

る，経過である。柔道関係のサイトをみると日常的

に「落とした」「落とされた」とのびっくりする記載

があるが医学的にみて ① については一過性脳虚血

発作であり，まだ成長過程である中学・高校生に脳

の虚血を起こさせるという行為は非常に問題である

と思われる。また症例 3 では「落とした」あと，再び

すぐに乱取りの稽古に戻っている。一回脳虚血を起

こした脳はまだ脳代謝が十分回復できていない状態

であり，反応も鈍い状態である。運動機能について

も十分な回復ができておらず，「受け身」も満足にと

れない状態であったと想像される。「受け身」は地面

に激突する際に，後頸部の筋肉を緊張させて頭部へ

のダメージを軽減するための防御の姿勢，または動

作のことである。荻野 9）はしっかりとした頸部に支

えられた脳には衝突後にも加速度がかかりにくい

が，脆弱な頸部に支えられた脳には強い加速度がか

かりやすいと述べている。症例 3 は「落ちた」ため

ボーッとした状態が続いていたため頸部の十分な緊

張を保つことができなかったことも，急性硬膜下出

血を生じた一因であると考えられる。

（2）急性硬膜下血腫と柔道

急性硬膜下血腫は頭部外傷により脳と硬膜の間に

血腫が広がった病態である。原因としては，脳の表

面の血管が挫滅して出血する場合と，衝撃を受けた

頭蓋骨と脳とに回転加速度によるずれが生じ，脳表

から硬膜の静脈洞に流入するいわゆる架橋静脈

bridging vein が急に伸展され破綻し血腫を形成する

場合とがある。柔道による急性硬膜下血腫は後者の

機序によるもので「加速損傷」と呼ばれ 8），脳挫傷を

伴わない急性硬膜下血腫を生じることがよく知られ

ている。内田 13）の報告によると頭部外傷の死亡事故

例 71 件（中学校 28 件，高校 43 件）のなかで，大外

刈りが関係しているものが計 14 件，背負い投げが

計 10 件あり，この 2 つの技が目立って多い。とも

に頭部に回転性の衝撃が加わり，架橋静脈が過伸展

され破綻し，血腫を形成したものと推測される。ま

た柔道の手技に「引き手」というものがあり，これは

技で投げられた選手が頭を打撲しないように投げた

選手がつかんだ柔道着を引き寄せる行為である。頭

部打撲を回避する目的の安全のための手技である

が，頭蓋骨と脳との加速度によるずれは増加するこ

とになり，架橋静脈の損傷による出血という点では

危険度が増す行為になる。

「柔よく剛を制す」という言葉通り，柔道の醍醐味

は体格や階級を超えた選手同士の戦いにある。体の

小さな選手がしなやかな技で大きな厳つい選手を投

倒すのは，観戦するものにとっては興奮するもので

ある。内田 13）の報告で，中学１年，高校１年に死亡

事故が多発していることがわかった。柔道では初心

者であり，体の大きな上級生と練習や対戦する機会

が多いのも柔道に特徴的なことであろう。「加速損

傷」という概念から考えると体格の差はイコール投

げられたときの「加速損傷」の増加に他ならない。

（3）日本における柔道事故の異常性

内田 13）の報告によれば中学校・高校で柔道による
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死亡事故が他のスポーツに比較して突出しているこ

とが明らかになった。柔道は諸外国でも盛んに行わ

れているため同様に死亡事故が多いのであろうか？

小林 3）の調査によると日本と同等かそれ以上に柔道

人口比の多いイギリス，ドイツ，カナダ，アメリ

カ，オーストラリアの柔道連盟より得た情報では

「死亡ゼロ」と驚くべきものであった。また死亡事故

に至らないまでも重篤な脳損傷事故も「ゼロ」であっ

たという。二村 6）の調査によると人口が日本の 1／2

でありながら柔道人口は日本の 3 倍のフランスでは

2005 年から 2009 年までの 5 年間の間で柔道事故に

よる死亡はやはり ｢ゼロ｣ であった。諸外国の柔道

連盟からは日本における柔道事故の多さに驚きの声

が上がっているのは言うまでもない。どうして日本

にのみ柔道事故が多発するのであろうか。

（4）しごき文化と虐待

日本のスポーツの歴史は「根性」「しごき」「努力」

「ウサギ跳び」などの言葉に代表される。高度成長期

の日本が第 2 次世界大戦に敗れた戦後の貧しさから

脱却するために国の復興と経済発展に猛進すること

が美徳とされ「エコノミックアニマル」と揶揄される

ようになった。同様にスポーツ界においても「根性」

で練習をこなし，先輩の「しごき」に耐え，自ら「努

力」することが美徳とされた。この日本独自のス

ポーツ精神が未だに日本のスポーツ界に蔓延してい

ると思われる。今回の症例についてもそれが覗え

る。症例 1 では頭部打撲の後に，頭痛を訴えていた

にもかかわらず，「頭を打ったぐらい大丈夫」とすぐ

に練習を再開させたこと，症例 2 では 3 日間も頭痛

だけでなく嘔吐もあったのに病院に行かせず，調子

が悪いまま練習に参加させたことである。症例 3 で

は中学生の柔道の試合では禁じている「絞め技」を

10 分間の間に 2 回も施行している。中学生の細い頸

部に対する「絞め技」の危険性については「脳神経外

科医」でなくとも尋常ではないと誰もが思うであろ

う。世間では危険なスポーツとされるボクシングに

ついてはプロでは頭部 CT や MRI を施行し，くも

膜嚢胞や奇形などの脳異常を除外する「頭部メディ

カルチェック」を義務づけており，アマチュアにお

いても義務化をはじめている 7）。日本人に多い血管

の病気である「もやもや病」は有病率 10 万人に対し

て 3 人程度と少ないながらも存在する 10）。また潜在

的に脳動脈瘤や脳動静脈奇形などの血管異常も存在

する可能性もある。「落とす」という行為はいったん

虚血に陥ったあとに血液の再潅流で出血を起こす可

能性を高くすると考えられるし，そもそも成熟する

以前の若い脆弱な脳に対して，意識消失を起こす程

度までの虚血を行うことの行為に安全性が保たれて

いるのかは甚だ疑問である。選手に対するケアのな

い「しごき」は「虐待」に他ならない。

（5）無知の罪

また日本のスポーツ医学が諸外国から遅れている

のも問題である。筆者がスポーツで高名な高校に講

演を依頼されて行った時の話である。最後に匿名で

生徒に質問を受け付けたところ「コーチが練習中，水

を飲むと疲れるから飲むなというのですが本当です

か？」というものがあった。最近の話である。また

バレーボールのチーム「ダイエー」の名アタッカーで

あるフローラ・ハイマン選手が 1986 年 1 月 22 日，日

本リーグの試合中に突然倒れた。結果としては

Marfan 症候群が基礎疾患にあり，大動脈解離を起

こして CPA 状態となったのであるが，当時，蘇生

術の知識のなかった帯同ドクターがやったこととい

えば毛布をかけ，傍に付き添うのみであった。たま

たまこの模様は衛星中継され，世界からの非難を受

けてやっと真の意味での「スポーツ医学」を旗揚げし

たのである。日本ではスポーツ医学界の歴史が浅い

ため，そのコーチ，トレーナーなどの指導者への医

学的知識の浸透は未だ行き渡っていない。「脳振盪」

の知識についてもそうである。スポーツの指導者は

コンタクトスポーツに従事するものも含めて「脳振

盪」についての知識は浅く，「頭部打撲後に起こる意

識消失発作」としてしかとらえていないことが多い。

実際は，1. 認知機能，2. 自覚症状，3. 他覚症状に分
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類される多様なものである。意識消失がなくても

「脳振盪」であり得るのである。脳振盪の定義，重症

度に関しては，盛んに検討され，1997 年の American

Academy of Neurology（AAN）による改変に至り，

普及している 12）。これによると意識内容の混乱が

15 分以内のものを 1 度，15 分以内のものを 2 度，

意識消失を起こしたもの 3 度と分類されている。意

識消失があるというだけで重症なのである。また

「加速損傷」の概念についても知識がないのが現状で

あり，「頭は当たっていないから大丈夫」と発言する

ことになる。

頭部打撲がなくても脳振盪は起こるのである。

（6）コンタクトスポーツにおける脳振盪の意味

コンタクトスポーツにおける「脳振盪」予防の重要

性については川又ら 1,2）が詳しく報告している。す

なわち「脳振盪」を起こしやすい環境は重篤な「加速

損傷」による「急性硬膜下血腫」も起こしやすく，「脳

振盪」の予防が「急性硬膜下血腫」の予防につながる

という考えである。これは米国のアメリカンフット

ボールのデータで実証されている。Fig.5 のように

1970 年代に死亡事故が多発し，その 8 割が重症頭部

外傷であり，その殆どが急性硬膜下血腫であった。

脳振盪の発生頻度はそのスポーツにおける頭部打撲

の頻度そのものを表現しているため，彼らは脳振盪

に起こりやすい状況を明らかにした。すなわち，①

競技年数が少ない初心者に多い，② 発生率は試合中

が高い（2〜4 倍），③ 夏合宿中に多いことに着目し

た。脳振盪を少なくする対策として，1）フルコンタ

クトの練習（回数）を減らす，2）初心者のフルコンタ

クトの練習には特別な配慮をする，3）フルコンタク

トの練習は，疲労が少ない状況で行う，4）水分は十

分にとる，5）脳振盪を起こしたらすぐに競技を中止

する，6）脳振盪発生率をチーム内で認識し，評価，

対策を講じることを行い，死亡率はほぼゼロとなっ

た。

柔道の場合「フルコンタクトの練習」を「乱取り」

と置き換えるとわかりやすい。

（7）今後の安全対策について
〜 柔道死亡事故ゼロにするには 〜

① 脳振盪を甘くみない ＝ 最大限のケア

究極はこの言葉につきると思われる。軽微な頭部

打撲でも致命的な急性硬膜下血腫を生じる可能性が

あるということを十分認識して，心配して，選手の

ケアにあたることである 5）。
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Fig.5 Changes in annual rate of concussion (% =number of concssion ⁄
100 players ⁄ year) (open circles) and number of deaths (closed circles)
in the United States.

The mortality rate decreases in parallel with the reduction in concussion
rate.
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② 指導者への医学的知識の啓蒙と認定（ライセンス）

制度

選手，コーチ，トレーナー，チームドクター，審

判，競技団体（協会）関係者すべてに対する教育が必

要である。アメリカの柔道界のようにトレーナー，

コーチのライセンス制度が導入され久しい。日本の

柔道界も早急に導入すべきである。

③ 脳神経外科の介入

柔道連盟に属するスポーツドクターの殆どが整形

外科医である。コンタクトスポーツであるが故，頭

部顔面打撲，外傷の頻度も多く，脳神経外科も積極

的に介入すべきであり，また医学的教育も整形外科

医とコラボして行うべきである。

④ 脳振盪時における復帰のガイドラインの作成

今回の症例のようにセカンドインパクトシンド

ロームと考えられる事例は多い。

一度目の受傷の時，適切な判断がなされていれば

不幸な転機にいたらなかった選手もいると考えられ

る。そのために大事なのは脳振盪を起こした時の練

習や競技の復帰のガイドラインである。これについ

ては全日本柔道連盟は「柔道の安全指導」2011 年度

最新版上で，作成，掲載されており大きな進歩であ

る。だがさらにカナダの柔道連盟のように脳振盪を

起こした競技者が復帰するための認可制度が設定さ

れているような先進国もあることを十分認識すべき

である。

⑤ マウスガードの導入

アメリカンフットボールにおいて松田ら 4）の報告

によるとマウスガード非装着者の 44％に脳振盪を認

めたが，マウスガード装着者では 12％に脳振盪が発

生したのみであった。

これも脳振盪ひいては急性硬膜下血腫の発生を減

少させる可能性が大いにある。

Ⅴ────────────── おわりに ─

柔道で強くなろうと純真無垢な精神で入部，入門

した生徒がその競技中の事故で死亡するほど不幸で

悲しい出来事はない。しかし日本では平均年間４人

の中高生がその尊い命を落としているのが現状であ

る。そして柔道人口が日本より多い諸外国では柔道

による死亡事故はほぼゼロであるというのも事実で

ある。この異常な状況を今，全身全霊込めて凝視し

なくてはいけない。これに対する原因の追求と解

明，対策と改善（すなわち柔道事故ゼロ）なしには

2012 年度からの中学校保健体育科での武道が必修化

などあり得ない。今後柔道事故ゼロを目指すための

キーワードが「脳振盪」である。コーチ，トレー

ナー，チームドクター，審判，競技団体（連盟）関係

者すべて「脳振盪」に対する重要性とその正確な定義

を再認識し，選手との関わりを持ち，「脳振盪」の場

面に直面した場合はどんな軽症と考えられるもので

も心配し，選手のケアにあたることが必要である。

また連盟は指導者への「脳振盪」に対する確固たる知

識を植え付けるような教育の場を設け，「脳振盪」を

起こさせないように監督業務を強化すべきである。

また連盟は過去に 110 人以上の尊い命が失われた状

況につきできるだけ詳細に調査をし，死亡に至った

経過と考えられる原因について公表する義務があ

る。それが遂行されることなしでは柔道事故ゼロは

到底到達できないばかりか，武道必修化に伴い柔道

人口が増すことによりさらに犠牲者は増すであろ

う。今後の全日本柔道連盟に期待するしか道はな

い。
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51 cases of skull base fracture: Relation
between brain or systemic injury,

and the prognosis

HIROFUMI OYAMA, AKIRA KITO, HIDEKI MAKI, KENICHI HATTORI
TOMOYUKI NODA, KENTAROU WADA

Department of Neurosurgery, Ogaki Municipal Hospital

We analized the 51 cases of skull base fracture who were
hospitalized in the acute phase for the past 5 years.  The sites
of the fractured skull base were anterior cranial fossa in 34
cases, middle cranial fossa in 4 cases, spenoidal bone in 2
cases, petrous bone in 18 cases, and occipital bone in 4 cases
totally.  The fracture of the facial bone was seen in 13 cases.
The systemic injuries were chest injury in 9 cases, abdominal
injury in 3 cases, pelvic fracture in 3 cases, and spine fracture
in 7 cases.  The observed intracranial injuries were acute epidur-
al hematoma in 12 cases, brain contusion in 12 cases, acute
subdural hematoma in 9 cases, and traumatic subarachnoid
hemorrhage in 6 cases.  The pneumocephalus happened in 27
cases and the persistent cerebrospinal fluid rhinorrhea was
followed in 6 cases.  The neurological symptoms of the cranial
nerves were observed in 6 cases and septic meningitis happened
in 1 case.
The prognosis was independent home life in 38 cases, bed-
rid den in 4 cases, vegetative state in 4 cases, and death in 5
cases.  The serious head trauma (5 cases), severe chest injury
(3 cases) and hemorrhagic shock due to pelvic fracture (1 case)
were engaged in the poor prognosis among 9 cases of death or
vegetative state.  One case of the serious head trauma (5 cases)
died of the hemorrhagic shock due to skull base fracture.  Two
cases became vegetative state following the contusion of the
brain stem or cerebellar hemisphere.  Among 3 cases of severe
chest injury, one case suffered hemorrhagic shock due to hemo-
thorax. Another 2 cases was suffered from respiratory impair-
ment due to bilateral pneumothorax or bilateral lung contusion.
So the prognosis was analized from the viewpoint of chest
injury in 51 cases of skull base fracture.  Six cases became
vegetative state or death among 9 cases who suffered chest
injury such as hemothorax, pneumothorax or lung contusion.
However, only 3 cases became vegetative state or death among
42 cases without chest injury.  The vegetative state or death
was observed significantly more frequently in the cases with
chest injury than the cases without chest injury.
Skull base fracture can cause serious brain damage.
Furthermore, associated systematic injuries can cause the
circulatory and respiratory failure.
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Ⅰ────────────── はじめに ─

外傷は死亡原因のかなりの部分を占め，その率は

特に若年者および青壮年層で高い 4,5）。受傷により，

頭部，胸部，腹部，骨盤，四肢，脊椎の各部位に，

単発性あるいは多発性に損傷を受ける 3,6）。頭部外

傷の中に於いては，頭蓋底骨折は特に重篤な状態で

あると認識されている。我々は 51 例の経験をもとに

その病態および予後を検討し，特に脳および全身の

合併損傷との関係について検討したので，報告する。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

過去 5 年間に当院に入院した急性期の頭蓋底骨折

症例 51 例を対象とした。受傷機転は転落 12 例，転

倒 5 例，交通外傷 20 例，自転車単独事故 7 例，重

量物による挟み込み 2 例，重量物落下 1 例，サッ

カーによる頭同士の衝突 1 例，硬式ボールの衝突 2

例，殴打 1 例であった。頭蓋底の骨折部位は前頭蓋

底 34 例，中頭蓋底 4 例，蝶形骨 2 例，錐体骨 18

例，後頭骨 4 例（のべ数）であった。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

頭部の合併損傷として，顔面骨骨折 13 例，急性

硬膜外血腫 12 例，脳挫傷 12 例，急性硬膜下血腫 9

例，外傷性くも膜下出血 6 例を認めた。気脳症を 27

例に認めたが，髄液漏が継続したものは 6 例であっ

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 The summary of dead or vegetative case

main lesion brain injury chest injury abdominal
injury special treatment prognosis

acute epidural
hematoma

A-EDH, cerebral
contusion (–) (–) evacuation of

EDH vegetative

brain stem contusion brain stem contusion,
A-SDH, SAH (–) (–) (–) vegetative

acute subdural
hematoma

A-SDH, cerebral
contusion (–) injury of

spleen (–) dead

cerebellar contusion cerebellar contusion lung contusion, hemo-
thorax

injury of
spleen

removal of
contused brain vegetative

hemorrhagic shock due
to skull base fracture skull base fracture lung contusion, hemo-

& pneumo-thorax (–) admission after
CPR dead

Cases whose prognosis were decided by head injury（5 cases）

Cases whose prognosis were decided by chest injury（3 cases）

main lesion brain injury chest injury abdominal
injury special treatment prognosis

bilateral pneumothorax massive pneumo-
cephalus, IVH bilateral pneumothorax (–) admission after

CPR dead

hemorrhagic shock due
to hemothorax (–) lung contusion, hemo-

& pneumo-thorax (–) (–) dead

bilateral lung contusion IVH, massive pneumo-
cephalus, local SAH

lung contusion, hemo-
& pneumo-thorax (–) admission after

CPR dead

Case whose prognosis was decided by pelvic fracture（1 case）

main lesion brain injury chest injury abdominal
injury special treatment prognosis

hemorrhagic shock due
to pelvic fracture diffuse SAH lung contusion (–) (–) vegetative

Abbreviation: A-EDH; acute epidural hematoma, A-SDH; acute subdural hematoma, SAH; subarachnoid hemorrhage, IVH;
intraventricular hemorrhage, EDH; epidural hematoma, CPR; cardiopulmonary resuscitation.
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た。脳神経の症状を 6 例に，細菌性髄膜炎を 1 例

に，hyponatremia を 1 例に生じた。全身の合併損傷

としては，胸部損傷 9 例，腹部損傷 3 例，骨盤骨折

3 例，脊椎骨折 7 例を認めた。

手術は顔面骨整復術 4 例，急性硬膜外血腫除去術

4 例，急性硬膜下血腫除去術 1 例，脳挫傷除去術 1

例，脳室ドレナージ術 1 例が行われた。51 例全体の

予後は，なんとか家庭内生活が送れるものが 38 例

であったが，寝たきり 4 例，植物状態 4 例，死亡 5

例も認められた。

死亡もしくは植物状態となった 9 例を検討したと

ころ，5 例は重度の頭部外傷が，3 例は重度の胸部

外傷が，1 例は骨盤骨折による出血性 shock が，不

良であった予後に大きく関与していた（Table 1）。重

度の頭部外傷 5 例中 1 例は，頭蓋底骨折部位からの

出血性 shock により死亡した。また 1 例は小脳の挫

傷，1 例は脳幹の挫傷により，植物状態となった。

重度の胸部外傷 3 例中，1 例は胸腔内出血に由来す

る出血性 shock を，1 例は両側性の気胸による呼吸

障害を，1 例は両側性の肺挫傷による呼吸障害を生

じていた。

そこで，逆に胸部合併症の面から，予後を検討し

た。頭蓋底骨折の全 51 例中，血気胸，肺挫傷等の

胸部合併症を 9 例に認めたが，このうち 6 例が死亡

もしくは植物状態となった（Table 2）。胸部合併症の

ない 42 例中死亡もしくは植物状態となったものは 3

例であり，胸部合併症のある症例で有意に死亡もし

くは植物状態が多かった（Chi-square for independ-

ence test,  p=0.00002）。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

今回の検討で，頭蓋底骨折は，その骨折部位から

の出血が多量となり shock による死亡を起こし得る

し，また小脳や脳幹というやや特殊な部位に挫傷を

生じ，植物状態となり得ることがわかった。また予

後には，合併する胸部外傷に由来する呼吸循環障

害，骨盤骨折に由来する出血性 shock が大きく関与

していたことがわかった。

そこで，逆に胸部合併症の面から，予後を検討し

たところ，胸部合併症のある症例で有意に死亡もし

くは植物状態が多かった。 その原因としては，高エ

ネルギー外傷であるため頭蓋内損傷も重度であるこ

とや，胸腔内出血に由来する出血性 shock，両側性

の気胸，肺挫傷による呼吸障害が関与していた 3,7,8）。

来院時の出血性 shock は，腹部外傷あるいは骨盤

骨折を主力とした症例に多く見られるとされ，shock

を呈した患者の死亡率は 57％であるとも報告されて

いる 3,9）。実質臓器損傷，特に重篤な肝外傷や，骨

盤輪破砕型骨折が危険である 1,2,7）。今回の我々の症

例では，死亡もしくは植物状態となった症例 9 例中

3 例が出血性 shock を呈していたが，それらは頭蓋

底骨折，胸腔内出血，骨盤骨折に由来していた。
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Growing skull fracture: a report of
seven cases & literature review

MASAHIRO KAMEDA, TAKASHI AGARI, SHIGEKI ONO, ISAO DATE

Department of Neurological Surgery, Okayama University Graduate
School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

Severe traffic accidents and falls sometimes cause enlarge-
ment of the fracture i.e. growing skull fracture (GSF).  It is rare
complication of head injury and occurring in infants and
young children who are in the process of growing.  Here we
report our consecutive seven cases of GSF, mainly showing
the latest case and literature review.  Seven cases included
four boys and three girls and caused by severe traffic acci-
dents (three cases) and falls (two cases), which was consistent
with previous reports.  Fractures were located in the occipital
(two cases), temporal (two cases), frontal (one case), parieto-
occipital (one case) and temporo-parietal region (one case).
The mean age in operation for GSF was 25.6 months (7M –
5Y).  The mean duration between the accident and the opera-
tion for GSF was 9 months (5M – 12M).  The latest case was a
seven-month-old boy who had a severe traffic accident.
Initially, he was conservatively treated for a skull fracture in
the left temporo-parieto lesion and contusion in the left
temporal lobe.  A pulsating cyst was appeared in the bone
defect area because of the enlargement of the fracture.  Then,
he was referred to our hospital for a surgical repair with the
diagnosis of GSF.  In the operation, duraplasty and cranio-
plasty were performed.  In cranioplasty, the bone defect was
replaced by the autologous skull bone graft in the intact area
and the donor site was replaced by the autologous particulate
bone and hydroxyapatite.  At six months post-operation, the
boy was stationary and the fracture showed no further enlarge-
ment. Although GSF is rare complication of head trauma, we
should remember this disease for infants and young children
who are in the process of growing.  Using the autologous
bone graft harvested from the adjacent area would be worth
considering in the treatment of GSF, especially for infants.
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Ⅰ────────────── はじめに ─

growing skull fracture（GSF）は，交通事故や転落

など強い外傷が原因で認められた頭蓋骨の骨折線が

外傷後徐々に拡大してくる病態で，発達過程にある

乳幼児に主として認められる臨床的には稀な疾患で

ある。このたび，当科にて経験した GSF の連続 7

症例をまとめたので，最新の症例の症例報告を中心

に若干の文献的考察を加えて報告する。

神経外傷Vol.34 2011
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Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

1967 年から 2010 年までの GSF 連続 7 症例を対

象とした。患者の性別，受傷原因，受傷後の加療手

段，受傷部位，受傷から GSF に対する初回手術ま

での時間，GSF に対する初回手術時の年齢，硬膜と

骨欠損部の修復に関する手術方法について検討し

た。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─
（Table 1）

7 症例の内訳は，男児 4 例，女児 3 例であった。

受傷原因は，交通事故 3 例，転落 2 例，その他 2 例

であり，従来の報告通り，強い外傷が背景に存在し

ていた。受傷部位は，後頭部（2 例），側頭部（2 例），

前頭部（1 例），頭頂後頭部（1 例），側頭頭頂部（1 例）

であった。受傷当初の加療については，1 例にて手

術加療が行われていたが，5 例で保存的加療が行わ

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Plain skull X-ray radiographs show GSF. 
a: just after injury, b: 2 months after injury

Table 1 Demographics of the seven patients

case
number sex type of

accident
treatment for
the accident

location of
the fracture

duration
between
accident
and the
1st OP
for GSF

age at
the 1st
OP for
GSF

year at
the 1st
OP for
GSF

repair material
for the dura

repair materials
for the bone

defect

additional
operation
for the

recurrence
of GSF

1 F unknown unknown occipital unknown 1Y 1967 galea resin No

2 F fall conservative temporal 8M 3Y 1971 pericranium resin No

3 M traffic
accident operative frontal 1Y 5Y 1970 pericranium resin Yes

4 F traffic
accident conservative temporal 11M 1Y 8M 1971 pericranium resin Yes

5 M fall conservative parieto-
occipital 6M 2Y 1973 temporal fascia resin Yes

6 M head
banging conservative occipital 1Y 1Y 8M 1981 pericranium craniectomy No

the latest
case M traffic

accident conservative temporo-
parietal 5M 9M 2010 pericranium autologous bone

and Lactosorb® No
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れており，骨欠損部の拡大や骨欠損部直下の嚢胞の

拍動を認め，GSF の診断にて硬膜形成，頭蓋形成が

行われた。GSF 初回手術時の患児の年齢は，7 ヵ月

から 5 歳（平均 25.6 ヵ月）であり，受傷から GSF 初

回手術までの期間は，5 ヵ月から 12 ヵ月（平均 9 ヵ

月）であった。手術の際，硬膜の修復には pericranium

や側頭筋膜が用いられていた。なお，レジンを骨欠

損部の修復に用いた 5 症例のうち 3 例にて，レジン

神経外傷Vol.34 2011

Fig.2 Preoperative CT scan shows a GSF of the temporo-parietal bone.

Fig.3 Preoperative MR T2 weighted images show dilatation of lateral ventricle on
the left side and post-contusional change in the left temporal and parietal lobe.
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Fig.4 Surgical repair.

a) Black line shows the area of bone defect, skin incision and fontanel.  b) Pericranium was
harvested for dura plasty.  c) Reactive glial scar adhesion to the edge of bone defect was
dissected. After then, additional craniotomy was performed until intact dura was found.
The dura was severely injured at the temporal base.  d) Reactive glial scar and intact dura
on the temporal base side were seamed to close the laceration of the dura on the temporal
base side.  e) Reactive glial scar was also seamed with the intact dura on the parietal side.
f) Damaged dura was water-tightly repaired with the pericranium.  g) A galeal flap was
put on the pericranium.  h) Cranioplasty was performed using autologous bone and
LactoSorb® .  The recipient site was reconstructed with autologous bone.  The donor site
was reconstructed with autologous particulate bone and hydroxyapatite.
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を自家骨に固定するためのワイヤーのゆるみや断線

が生じ，骨折線の拡大を認め，GSF 再発と判断し再

手術を行った。この 3 例の GSF 再手術例において

は，再手術時の硬膜に問題を認めなかったため，硬

膜形成は行わなかった。

Ⅳ ────────────── 症例提示─

最新の症例は，7 ヵ月の男児である。

＜ 現病歴 ＞

生後 4 ヵ月の時，同乗者に死亡者を含むほどの激

しい交通事故に遭い，三次救急病院に搬送された。

左側頭部から頭頂部にかけての骨折，脳挫傷，外傷

性くも膜下出血にて 3 週間の保存的加療を受けた。

以後，他院にて入院加療を継続していたが，受傷

3 ヵ月後より両上肢をつっぱるように挙上させるけ

いれん発作を認めたため，三次救急病院に再度紹介

となった。骨折線の拡大（Fig.1），それに伴う骨欠損

部に拍動性の腫瘤を認めたため，GSF の診断にて手

術ならびにけいれんコントロールの目的にて当施設

へ紹介となった。

＜ 術前所見 ＞

左手では認められていた物をつかもうとする動作

が，右手では認められなかった。また，外傷直後は

認められていた追視が，けいれん発作後はみられな

くなっていた。けいれんについては，脳波上 hypsar-

rhythmia の所見を認め，West 症候群の診断であっ

た。

頭部の状態については，左頭頂部に 4 cm 大の皮

膚の膨隆があり，緊満は軽度であるが，泣くと膨ら

むという所見を認めた。同部位は，受傷直後皮下出

血のために腫れており，受傷後しばらく経過した後

もこの膨隆は残存したままだったが，親はそれが増

大傾向にあるとの認識は持っていなかった。

頭部 CT では，骨折は解離したままで，皮膚は頭

蓋内と交通しており，硬膜は不整な density となっ

神経外傷Vol.34 2011

Fig.5 Postoperative CT scan images show that bone defect is repaired with autologous
bone flap (a, b, c) and no recurrence (d).

a, b, c : just after operation, d: 6 months after operation
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ていた。頭部 MR では，左側頭葉，左頭頂葉中心溝

付近もまきこんで，脳挫傷後変化，脳室拡大を認め

た。受傷直後と比較して，骨折部は拡大していた

（Fig.2 & Fig.3）。

＜ 手術 ＞

受傷後 5 ヵ月（生後 9 ヵ月）の時点で，手術を行っ

た。全身麻酔下に骨欠損部を囲むように，耳の上か

ら反対側の前頭部へかけての皮膚切開を設けた

（Fig.4-a）。皮膚弁を翻転すると，骨欠損部を認め，

拍動性の腫瘤が形成されていることが確認できた。

骨欠損部とほぼ同じサイズの pericranium を頭頂部

で確保したのち（Fig.4-b），正常部の硬膜を露出させ

るために，骨欠損部の縁に癒着した結合織を表層か

ら慎重に剥離したところ，骨欠損部の縁では，癒着

した結合織が肥厚して周囲の骨の上にひだを作る形

で乗り上げていた。術前の画像評価では，頭頂側よ

り側頭葉の底部の方に異常所見が強かったため，正

常な硬膜を露出させるために，まず開頭範囲を側頭

葉底部の方向に向けて少しずつ追加することにし

た。骨欠損部の大きさとほぼ同じぐらいの大きさの

開頭を側頭葉の底部方向へ追加することで，ようや

く正常な硬膜を露出させることができた（Fig.4-c）。

なお，この操作で追加された開頭野の硬膜は非常に

薄かった。また，術前の画像所見から，骨欠損部よ

り頭頂側の前頭葉の硬膜に損傷はないものと予測さ

れたので，開頭を頭頂側にも行い自家骨を採取し，

これを用いて骨欠損部を補填することとした。実際

に自家骨採取部直下の硬膜に損傷は認めなかった。

ここまでの操作によって，正常な硬膜が全周性に露

出できたので，骨欠損部を覆っていたひだ状に肥厚

した結合織と，側頭葉底部の正常硬膜ならびに頭頂

側の正常硬膜を縫い合わせた（Fig.4-d, e）。続いて事

前に採取しておいた pericranium にて同様に側頭葉

底部の正常硬膜ならびに頭頂側の正常硬膜を縫い合

わせ硬膜修復を完了した（Fig.4-f）。翻転していた頭

皮の galea の一部に切開を入れて rotation flap を作

成し，骨欠損部と硬膜が非常に薄かった側頭葉底部

側にこの flap を敷いてボルヒール®を噴霧した

（Fig.4-g）。頭頂側から採取した自家骨を骨欠損部に

置いて吸収性プレート（ラクトソーブ®）にて正常部

の頭蓋骨と固定した。自家骨採取部と，採取した自

家骨ではカバーしきれなかった骨欠損部の小領域

は，アパセラムと自家骨の骨屑を混合したものを敷

きつめ，更にその上にメッシュタイプのラクトソー

ブを敷いて固定したのち（Fig.4-h），閉創した。術後

経過は良好で（Fig.5-a, b, c），術後 6 ヵ月の時点で

は，骨折線の拡大を認めず，病状は落ち着いている

（Fig.5-d）。

Ⅴ ────────────── 考　　察─

GSF は稀な疾患とされ，文献によると，すべての

頭蓋骨骨折のうち 0.03％1）から 1.6％14）に認められる

と言われている。GSF は，成人例での報告も散見さ

れるが 10,18），基本的には乳幼児に認められる疾患で

あり，12 ヵ月未満の乳児にその 50％以上が，さら

に 3 歳未満の幼児にその 90％以上が認められる 11）。

受傷原因としては，交通事故や転落といった比較的

強い外傷が背景にあることが多いが，分娩時の頭部

外傷といった稀なものもある 12）。受傷部位としては

頭頂部が多いが 5），頭蓋底 20），後頭蓋窩 3,8），眼窩 8）

に生じたという報告もある。

GSF に対する手術は，更なる病態の進行によって

生じる神経学的症状の増悪の予防や美容面の改善を

目的に行われる。手術においては，硬膜の修復が必

須であり，正常の硬膜を確認して watertight に縫合

することが極めて重要である。正常硬膜の部分を確

認するには，骨欠損部の 2 倍以上の範囲を開頭する

必要があり 10），実際我々の症例においても，骨欠損

サイズよりかなり広めの開頭を必要とした。硬膜の

修復においては，人工硬膜を使ったというものもあ

るが 7,19），pericranium を用いたものが多い 4,17）。骨

欠損部の修復においては，methylmethacrylate 7,16），

porous polyethylene（Medpor®）5），チタンプレート 17），

hydroxyapatite 16），吸収性のプレート（ラクトソー

神経外傷Vol.34 2011
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ブ®）21）といった人工物を用いるものと，頭蓋骨を 2

層に分割する方法 5,15），正常部の頭蓋骨を採取し骨

欠損部に補填する方法 13），肋骨を採取し骨欠損部に

移植する方法 9,16）など自家骨を用いる方法の 2 つに

分けられる。

Kosaka らは，骨欠損部の修復にあたり，修復に

用いた骨を強固に固定すると，頭蓋骨も発達の過程

にある乳幼児の場合，かえって硬膜に穴をあけてし

まい，脳組織を損傷する危険性が生じるので控える

方が良いとしている 9）。一方で，我々のシリーズで

は，1970 年台前半という MRI が普及する以前の症

例で，レジンを固定するワイヤーのゆるみや断線が

原因で骨折線の拡大を認めたため，GSF の再発と考

え 3 例で再度頭蓋形成を行った。再手術時の硬膜に

損傷を認めなかったため，pericranium など自家組

織を用いた初回手術の硬膜形成は適切だったと考え

る。過去文献上，watertight に硬膜の修復ができて

いれば必ずしも頭蓋形成術は必要ではないというも

のや，周辺にある正常部の頭蓋骨を採取して自家骨

で骨欠損部を補填した場合，ドナー部には頭蓋形成

術を行わなくとも，成長にあわせて骨形成が生じ自

然に修復されたという報告もあるため 13），retrospec-

tive に振り返ると，これら 3 症例において再度の頭

蓋形成が必要だったのかは疑問も残る。

乳幼児期に GSF が発生する機序については，頭

蓋骨骨折に伴う硬膜損傷によって，限局性の頭蓋内

圧亢進性拍動が加わり，さらに骨端部の二次的栄養

障害が関与して骨折線の拡大が起こるとされてい

る 22）。GSF の治療において最も重要なのは硬膜修

復であるという点は，過去文献のいずれにも共通し

た結論である。この結論は，動物実験の結果からも

支持されており，骨折線拡大のためには硬膜の損傷

が重要な条件であるとされている 6）。以上をまとめ

ると，推察ではあるが，乳幼児の成長に伴う頭蓋内

圧の変化が GSF の本体であり，硬膜断裂を補修す

ることにより局所の ICP 変化を最小限に留め，変形

を防止することができると考える。また，頭蓋形成

の主たる目的は，美容面の改善ならびに脳をより強

固に保護することにあると考える。

今回我々は，非常に頭蓋骨が薄い乳児ということ

もあり，頭蓋骨を 2 層に分割する方法ではなく，隣

接部の正常自家骨で補填する形で頭蓋形成を行っ

た。レジンによる骨欠損部の修復を行った場合，そ

の感染率は 20％を超えるという報告もあるため 2），

硬膜修復に用いた自家組織を術後に感染から守るた

めにも，頭蓋形成にあたってはなるべく自家骨や吸

収性の素材を使い，人工物を避けるように心掛ける

という従来の方針は，引き続き踏襲されるべきと考

える。

Ⅵ────────────── おわりに ─

GSF は稀な疾患であるが，成長過程にある乳幼児

の頭蓋骨骨折を認めた場合には，将来的に合併する

可能性がありうることを念頭においておく必要があ

ると考えられた。また，骨欠損部の処置について

は，レジンにて補填後，数年して GSF が再発し再

手術となった症例を当施設では経験しており，骨欠

損部を自家骨で補填するという戦略は検討に値する

ものと考えられた。
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Depressed skull fracture causing superior
sagittal sinus stenosis and persistent

intracranial hypertension: A case report

YOICHI NISHIO, TAKAHIRO MANABE, KEIICHIRO ONIZUKA

Department of Neurosurgery, Tomei Atsugi Hospital

We report a 55-year-old man with a depressed fracture over-
lying the superior sagittal sinus (SSS).  He was hit by a golf
club at the midline of the parietal region, and transferred to
our emergency care unit.  On admission, his consciousness
level was clear and he had no neurological deficit, although he
suffered from headache and nausea.  A contused wound was
debrided and primary sutured.  Computed tomography (CT)
scans revealed a depressed skull fracture overlying the junc-
tion of the middle and posterior part of the SSS, and there was
no epidural or subdural hemorrhage and no parenchymal
lesion.  On CT angiography (CTA) and digital subtraction
angiography (DSA) showed the SSS stenosis and the depressed
bone fragments compressed the SSS.  Although he was initially
treated with intravenous glycerol and antibiotic agents, during
the next 10 days, his headache, nausea and dizziness remained
unresolved.  The fundoscopy showed a bilateral chocked disc,
and the initial pressure during a lumbar puncture was 25 cm
H2O.  13 days after the trauma, elevation of the depressed
bone fragments was performed.  A small tear in the SSS was
treated by head elevation and compression with a fibrin sheet.
His symptoms were resolved the day after the surgery, and
the post operative CTA and DSA confirmed good patency of
the SSS.  He was discharged from the hospital on postopera-
tive Day 10 with no neurological deficit. 
For a depressed skull fracture overlying the SSS, early cerebral
angiography studies and evaluation of benign intracranial
hypertension are required.

92

症例報告

Ⅰ────────────── はじめに ─

上矢状静脈洞（SSS）狭窄から頭蓋内圧亢進をきた

し，外科的治療により症状の改善を得た SSS 上の頭

蓋骨陥没骨折例を経験した。画像所見を呈示し，文

献的考察を加え報告する。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

患　者：55 歳，男性

主　訴：頭部挫創，頭痛，吐き気，眩暈

既往歴・家族歴：特記事項なし

現病歴：床に座っている状態で背後からゴルフク

ラブで頭頂部を殴打され受傷し，当院に救急搬送さ

れた。

神経外傷Vol.34 2011
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来院時神経学的所見：意識清明で神経学的脱落症

状はなかったが前頭部痛と吐き気，眩暈を訴える。

頭頂部正中に約 3 cm の挫創を認め，創底部に骨膜

が見えたが出血は少量で髄液流出なし。

神経放射線学的所見：CT で頭頂部正中部，SSS

の中 1／3 と後 1／3 の境界部直上に約 3 cm 径の陥没

骨折を認め，骨片は最大でおよそ 30 mm 頭蓋内に

嵌入していた（Fig.1）。硬膜下血腫，硬膜外血腫，脳

挫傷，頭蓋内空気は認めず。MRI では骨折部直下に

少量の SAH を認めた。CTA，DSA で陥没骨片の圧

迫による SSS 狭窄を認めたが，静脈のうっ滞や拡張

所見および SSS からの造影剤流出は認めず（Fig.2-

A, B）。

入院後経過：創部のデブリードメントおよび一次

縫合処置を行い抗生剤，グリセオール投与し保存的

に加療を行った。受傷後からの頭痛，吐き気，眩暈

は受傷後 10 日目まで改善せず，経口摂取もほとん

どできない状態が続いた。症状は臥位にて増悪する

傾向があり，受傷 10 日後の眼底検査で両側うっ血

乳頭を認め（視力，視野は正常），腰椎穿刺の初圧は

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Plain and bone-window CT scans obtained on admission, demonstrating a
depressed skull fracture overlying the junction of the middle and posterior part of
the SSS with no epidural or subdural hemorrhage and parenchymal lesion.

Fig.2 Cerebral angiography studies (A: DSA, B: CTA) revealing a stenosis in the
junction of the middle and posterior part of the SSS (arrow) with no venous conges-
tion.
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25 cm H2O，髄液所見正常で，この際の約 20 cc の

髄液排除で症状の数時間の改善を得た。受傷後 13

日目に全身麻酔下，腹臥位にて陥没骨片除去，頭蓋

形成を行った（Fig.3）。陥没部を囲むように周囲骨を

円状に骨切りし，周囲から piece by piece に骨切除

し最後に中心部を残すように除去した。中心部で陥

没骨片は一部 SSS 内に嵌入しており，骨片除去によ

り SSS 損傷部から出血をきたしたが，頭部挙上と

フィブリンシートによる圧迫で容易に止血できた。

陥没骨片は全て除去し，チタンプレートで頭蓋形成

した。術後 CTA，DSA では SSS 狭窄は改善してお

り（Fig.4-A, B），頭蓋内圧亢進症状も消失した。術

後 10 日目に後遺症なく退院した。

Ⅲ────────────── 考　　察 ─

静脈洞狭窄，閉塞を伴う頭部外傷は稀であり 2），

とくに陥没骨折に伴う SSS の狭窄，閉塞は報告例も

少ないが，静脈還流障害による頭蓋内圧亢進や神経

学的脱落症状をきたした多くは SSS の中〜後部 1／3

の狭窄，閉塞例である 1,4,5,6,7）。静脈還流障害から頭

蓋内圧亢進が生じると，頭痛，嘔吐，ふらつき，意

識障害，視力，視野障害などの神経症状を呈す

る 1,4,5,6,7）。急激な頭蓋内圧亢進や大量出血をきたし

た症例を除いて，症状があっても術中出血など手術

リスクを考慮し急性期はグリセオール投与，ヘパリ

ン化 4），バルビツレート療法 1），腰椎穿刺による髄

液排除 6）など保存的に加療されるが，受傷から数日

後以降に外科的治療（骨弁挙上術）を要した報告例も

多く 1,4,5,7），保存的加療を行っても頭蓋内圧亢進症

状が遷延，増悪する場合は外科的治療が勧められ

る 7）。

本症例では，

1. 髄液圧上昇を認め，髄液排除により症状の改善

が得られた

2. うっ血乳頭

3. 頭蓋内占拠性病変の否定と脳血管検査での SSS

狭窄所見

から静脈還流障害による頭蓋内圧亢進と診断した。

グリセオール投与による保存的加療を入院時より継

続したが症状は遷延し，今後の SSS 狭窄部位の血栓

性閉塞も危惧されたため，受傷後 13 日目に骨片除

神経外傷Vol.34 2011

Fig.3 An intraoperative view.  Depressed bone frag-
ments compressed the superior sagittal sinus.

Fig.4 Postoperative cerebral angiography studies (A: DSA, B: CTA) showing good
patency of the SSS (arrow).
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去，頭蓋形成術を行い症状の改善が得られた。術前

の出血が軽微であっても骨片除去により SSS 損傷部

からの大量出血をきたす可能性があり 3），術前に十

分な輸血と止血材を準備した。

SSS 上の陥没骨折は陥没骨片による圧迫で SSS

の閉塞，狭窄をきたす可能性があり，受傷後早期の

静脈還流障害の CTA，DSA による評価と頭蓋内圧

亢進（症状）の診断が重要であると思われた。

Ⅳ ────────────── おわりに─

上矢状静脈洞（SSS）狭窄から頭蓋内圧亢進をきた

した稀な頭蓋骨陥没骨折例を経験した。

保存的加療を行ったが症状が遷延したため頭蓋形

成術を行い症状は改善した。

画像所見を呈示し若干の文献的考察を加えて報告

した。
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A case of severe traumatic brain injury
requiring multiple decompression
surgeries managed by intracranial

pressure monitoring

NOBUYUKI AKUTSU1, HIDEO AIHARA1, EIJI KOHMURA2

1Department of Neurosurgery, Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center
2Department of Neurosurgery, Kobe University Graduate School of Medicine

Intracranial pressure monitoring is recommended for the
management of severe traumatic brain injury, and decompres-
sive craniectomy a standard procedure to control intracranial
pressure.  We report here a case of severe traumatic brain
injury with uncontrollable intracranial pressure that required
multiple decompression surgeries.  A 64-year-old man
presented with a head injury after falling from a tree.  On
admission, the patient's Glasgow Coma Scale was 8.  Brain
computed tomo graphy revealed multiple skull fractures and
biparietal epidural hematoma.  Bilateral evacuation of the
hematoma, right-side decompressive craniectomy, and place-
ment of an intraparenchymal pressure probe in the left pari-
etal lobe were performed.  One day later, intracranial pressure
exceeded 30 mmHg and additional right temporal decompres-
sive craniectomy and duraplasty were required.  Intracranial
pressure decreased to less than 20 mmHg after this second
surgery, but increased again 4 days later.  Additional right
frontal decompressive craniectomy, evacuation of the right
parietal lobe hematoma, and internal decompression of the
right temporal tip were carried out.  Intracranial pressure
decreased to less than 20 mmHg postoperatively, but increased
again to more than 50 mmHg one day later.  In an emergency
procedure in which skin and dura sutures were cut, intracranial
pressure was decreased to less than 20 mmHg.  Decompressive
skinplasty was performed with artificial dermis (Pelnac®) to
maintain a low intracranial pressure.  After this fourth surgery,
intracranial pressure remained low, never exceeding 20 mmHg.
Decompressive skinplasty with artificial dermis contributed
greatly to decreasing the intracranial pressure.  More cases are
required to investigate the indications for this technique.

96

症例報告

Ⅰ────────────── はじめに ─

重症頭部外傷における頭蓋内圧（intracranial pres-

sure: ICP）の亢進は明らかな予後不良因子であり,

ICP モニタリングは，欧米では以前から重症頭部外

傷の管理に必須であるとされており 1），本邦にても

重症頭部外傷治療，管理のガイドラインの中で ICP

測定が推奨されている 5）。今回我々は，ICP モニタ

リング下に，複数回の減圧手術を行うも ICP 亢進が

抑えきれず，最終的に人工皮膚（真皮）を用いた皮膚

神経外傷Vol.34 2011
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レベルでの減圧（皮膚形成：slinplasty）を行って救命

し得た，重症頭部外傷の一例を経験したので報告す

る。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

64 歳，男性。山中での仕事の休憩中に腐った木が

倒れてきて頭部を直撃，ドクターヘリにて当院に救

急 搬 送された。搬 入 時の意 識レベルは GCS 8

（E2V2M4）で，左片麻痺を認めた。頭部 CT では多

発頭蓋骨骨折と両側の急性硬膜外血腫，脳挫傷を認

めた（Fig.1）。

初回手術（day 0）：緊急で両側頭頂開頭による硬膜

外血腫除去を行い，閉頭時に ICP センサー（Codman

Microsensor: Codman, MA, U.S.A）を左頭頂葉脳実

質内に留置，右の骨弁をはずして ICP  10 mmHg 台

で手術終了，術後も鎮静，気管内挿管で管理を行っ

た。ICP は 20 mmHg 台前半で推移も，翌日には 30

mmHg 台まで上昇，CT では右頭頂葉内の血腫の出

現を認めた（Fig.2-A）。

2 回目手術（day 1）：右外減圧部分の骨窓を拡大

し，goretex の人工硬膜を硬膜内に敷き込むかたち

での広範な硬膜形成も追加した。閉頭時には ICP

15 mmHg 程度まで低下した。術後 12 時間後くらい

から ICP は徐々に上昇し，当初の平温治療を，35℃

の軽度低体温とするも，day 5 には ICP  40 mmHg 前

後となった。CT では血腫周囲の浮腫の増強所見を

認めた（Fig.2-B）。

3 回目手術（day 5）：右外減圧の骨窓を前頭部と頭

頂部で拡大，内減圧として右側頭葉を切除，右頭頂

葉の血腫の除去も行った。閉頭時には ICP  10 mmHg

程度まで低下した。しかしその翌日には 50 mmHg

前後まで上昇した。CT にては，右側頭葉の静脈性

梗塞もきたしていた（Fig.2-C）。

4 回目手術（day 6）：皮膚創の縫合を解放すると，

ICP は 30 mmHg まで低下，さらに人工硬膜を敷き

込んで，周囲の自家硬膜を巾着型にあわせて縫合し

ていた糸を切ると，脳実質が盛り上がってきて，

ICP は 10 mmHg 前後まで急速に低下した。その脳

圧を保つように，硬膜は縫合せず，皮膚も無理に寄

せずに欠損部分には，人工皮膚（Pelnac® : Gunze

Corp., Tokyo, Japan）を用いて patch を当てるように

皮膚形成を行った（Fig.3-B）。術後 ICP は 10 mmHg

台で推移し，CT にては大脳半球間裂にも髄液腔が

出現するなど，減圧の所見が明らかとなった（Fig.3-

A）。Day 12 には ICP センサー抜去して鎮静を解除

した。

ICP の時間経過を Fig.4 に示す。

皮膚創部に関しては，脳腫脹の鎮静後も，自家の

皮膚のみでの縫合，閉鎖は困難であり，また人工皮

膚で patch を充てた部分の上皮化も乏しく，最終的

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Brain computed tomography (CT) on admission
demonstrates multiple skull fractures and biparietal
epidural hematoma.
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Fig.2 Postoperative CT.

A: Before the second operation, B: Before the third operation, C: Before the fourth operation.

Fig.3

A: Postoperative CT obtained after the fourth operation.

B: Macroscopic appearance of decompressive skinplasty with artificial dermis.  Artificial dura (allow) and artificial dermis
(arrowhead).
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に人工硬膜を除去して大腿筋膜を用いた硬膜形成と

皮膚の再閉鎖，欠損部分は人工皮膚にて再度補填す

るという手術を行った。意識障害は継続し，気管切

開，経管栄養の失外套状態で，創部の問題から頭蓋

形成は施行しなかったが，追視や右上下肢の自動運

動が見られるまで回復して，約 3 ヵ月後にリハビリ

目的で転院となった。

Ⅲ────────────── 考　　察 ─

現行の重症頭部外傷のガイドラインでは，GCS 8

以下で CT 上異常がある症例が ICP モニタリングの

適応とされており 5），現実には，上記に該当し，当

初から保存的加療が選択された場合，また，いわゆ

る early（decompression）surgery 後においても，脳

浮腫などの 2 次性脳損傷進行の危険性を考慮して同

モニタリングを行うのが一般的である。当施設で

も，ガイドラインに則った ICP 指向性の管理を行っ

ているが，一般内科治療で制御困難な ICP 亢進例に

おいては，以前からの経験に加えて文献的にも

barbiturate 治療や低体温療法に関する evidence の

乏しさ 2,6），また合併症の重篤さを再確認した結果，

可能な限りで外科的減圧を優先させる方針としてい

る。今回の症例は，大開頭骨弁除去，硬膜形成，側

頭葉切除，挫傷性血腫除去など，複数回の手術にて

あらゆる減圧の方策を駆使し，毎回，皮膚縫合，手

術終了時点での十分な ICP の低下を確認したが，術

後の ICP 制御には極めて難渋し，最終的に人工真皮

を用いた皮膚レベルでの減圧を行い，ようやく ICP

の制御が可能となった。外傷の病態は多因子的で複

雑であり，各症例において，barbiturate 治療や低体

温療法を含めた ICP 制御の具体的方策，どのような

病態，時期に，どこまで ICP を下げればいいのか，

など，未だ議論の余地があると思われる。本症例の

ように，通常の内外減圧術を行うも ICP の制御不能

である症例に対しては，硬膜，皮膚縫合を解除する

ことで高まった頭蓋内圧をさらに外に逃がすことが

有効である可能性が考えられる。外減圧自体の機能

予後改善の evidence も乏しいのが現状ではあるが 4），

本例では，皮膚と硬膜の縫合による緊張の解除を行

うと，瞬時に ICP の著明な低下（50 → 10 mmHg）を

認め，その tension を保つべく人工真皮を用いての

皮膚形成（skinplasty）を行い，以後の良好な結果に

繋がった。人工の皮膚修復製剤は多種類あるが 3），

今回用いた人工皮膚（Pelnac®）は，アテロコラーゲ

ンとシリコーンフィルムからなる 2 層性の人工真皮

であり，コラーゲンスポンジ面を創面に向けて留置

し創縁に縫合固定すると 2〜3 週間で真皮用組織が

形成されるので，シリコーンフィルムを除去する。

Pelnac®は熱傷，外傷，皮膚腫瘍切除などにより生

じる，深く広範囲の全層皮膚欠損創に対して，治癒

を早める目的で，以前から本邦を中心に形成外科，

皮膚科領域で使用されている 3,7）。本 tool を用いた

Skinplasty による頭蓋内圧亢進に対する減圧治療

は，比較的簡便であり，本症例では非常に有用で

あったと言えるが，大きな問題は，術後髄液漏，髄

膜炎や創部の感染，創傷治癒遅延，以後必要な頭蓋

形成手術に関して，などである。本症例は，ICP が

安定して皮膚の tension に余裕ができれば，早期に

自家皮膚のみの縫合を行う予定であった。しかし，

外減圧の状態で脳圧は制御されたものの，脳の膨隆

した状態が継続し，また人工真皮の直下の人工硬膜

をそのまま留置しておいたためか人工真皮充填部分

神経外傷Vol.34 2011

Fig.4 Timecourse of intracranial pressure (ICP).

A: 1st operation, B: 2nd operation, C: 3rd operation, D: 4th
operation (skinplasty with artificial dermis)
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の上皮化が困難であり，結局，人工硬膜を大腿筋膜

で置換して硬膜と縫合し直し，皮膚の欠損部分（人

工真皮充填部分）には再度 Pelnac®を充填する手術を

行った。以後も，basic-FGF 製剤の塗布など，連日

の創処置，管理を行い，最終的に約 2 ヵ月間を要し

て一応の治癒を得た。髄膜炎などの術後の厳重な感

染予防は勿論，創傷治癒の観点から，人工真皮を使

用する場合は可能な限り側頭筋や骨膜などの血流の

良好な組織の直上に置くなどの工夫が必要であり，

また地道なベッドサイドでの創部管理も必須であ

る。

Ⅳ ────────────── おわりに─

ICP モニタリングの下，通常の減圧開頭術を複数

回行い，さらに人工真皮を用いた皮膚レベルでの減

圧をも行って救命し得た 1 例を報告した。Skinplasty

による減圧治療法が有効であったが，特有の合併

症，問題点もあり，今後さらに症例を重ねて治療成

績を客観的に評価し，適応症例を明らかにする必要

があると思われる。
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短　　報

Ⅰ────────────── はじめに ─

二次救急病院は救急車全体の 96％を受け入れ，診

療している（平成 19 年総務省：救急搬送における医

療機関の受け入れ状況実態調査）。頭部脊椎脊髄外

傷患者の大部分が救急車で収容されることから考え

れば，その治療に二次救急病院が大きく貢献してい

ることは論を待たない。東京都の医療機関数は都道

府県別で全国 1 位であるが，人口十万人当たりの救

急医療機関数は全国 43 位にすぎず（平成 19 年版総

務省統計），東京では過密な人口に対して救急病院

が明らかに不足しており，救急医療の現場で所謂

「たらい回し」が生じる危険が常に潜在している。救

急患者の迅速な搬送を目的として，東京都は 2009

年 8 月より，東京ルールを発動した。ルールに基づ

き，北多摩南部保健医療圏（人口 995,568 人：平成

22 年 4 月 1 日現在）を担当する地域医療センターと

して活動中の当院での脳神経外傷治療の実態につい

て検討を加え，今後の課題を考察する。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

対象は 2009 年 9 月から 2010 年 10 月までに当院

を受診した脳神経外傷患者 1390 名で，内訳は救急

車搬入が 751 名，16 歳未満の小児は 291 名であっ

た。初診時 GCS は平均 14.4 点，GOS は平均 4.96

点であった。入院した患者は 118 名で，46 名が初診

時に頭蓋内病変と診断され，37 名が脊椎脊髄病変と

診断，その他の入院は 35 名で，そのうち 2 名に遅

発性頭蓋内出血を続発した。手術治療を要したのは

16 名だった（Table 1）。828 名（59.6％）について，脳

外科専門医が初療にあたったが，562 名は他科医師

により初療が行われた。それぞれの病変検出率と転

帰は Table 2 に示した通りであった。

神経外傷Vol.34 2011
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Ⅲ────────────── 考　　察 ─

二次救急病院で治療を受ける脳神経外傷患者は，

三次救急が二次救急まででは対応できない「重篤」な

疾患や多発外傷を対象とすることから考えると，

「重篤」でない症例に限られるはずであるが，実態は

そうではない。二次救急では，複数科の治療を要す

るような多発外傷症例の救命は困難なことも少なく

ないが 9），他臓器の外傷を伴わない脳神経外傷単独

の場合には，重症であっても病院の体制次第で対応

可能である。実際に，脳外科診療に積極的な，三次

ではない所謂 2.5 次の救急病院は，その治療成績に

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 Analysis of neurotrauma patients

Characteristics Numbers

Gender

Male 737（53%）
Female 653（47%）

Age

0～ 2 71
3～15 220
16～ 59 460
≧ 60 639

Means of Transport

Ambulance 751（54%）
Walk-in 639（46%）

Initial GCS

15～ 14 1209
13～ 9 177
8≧ 4

GOS

GR 1355
MD 21
SD 8
PVS 3
D 3

Hospitalization 118
Intracranial Injuries 46

（Surgery） 16
Spine ⁄ Cord Injuries 37
Delayed Intraracranial Injuries 2
In-hospital Observation 33

GCS: Glasgow coma scale,  GOS: Glasgow out -
come scale,  GR: good recovery,  MD: moderate
disability,  SD: severe disability,  PVS: persistent
vegetative state,  D: death

Table 2 Comparison of detected injuries and outcome between
neurosurgeons and other physicians

Patients seen by

Certified
Neurosurgeons

Other
Physicians

total 828 562
initial GCS  15, 14 710 499
Intracranial Injuries 11（1.5%） 11（2.2%） N.S. p<0.05
Spine ⁄ Cord Injuries 25（3.5%） 11（2.2%）
GOS

GR 706 497
MD 1 1
SD 2 1 N.S. p<0.005

PVS 0 0
D 1 0

initial GCS  ≦13 118 63
Intracranial Injuries 16（13.6%） 8（12.7%） N.S. p<0.005
Spine ⁄ Cord Injuries 1（0.8%） 0 N.S. p<0.01
GOS

GR 105 57
MD 7 2
SD 4 1 N.S. p<0.01

PVS 1 2
D 1 1

GCS: Glasgow coma scale,  GOS: Glasgow outcome scale,  GR: good
recovery,  MD: moderate disability,  SD: severe disability,  PVS: persist-
ent vegetative state,  D: death,  N.S. : not significant
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改善の余地があるとの指摘もあるが 3），重症脳神経

外傷の治療に一定の役割を果たしている。JPTEC

ガイドラインにも，重症以上と判断した場合，三次

医療機関あるいはこれに準ずる二次医療機関に搬送

すると明記されており，当院にも GCS 8 点以下の

重症患者 4 名が搬入されている。

その一方で，当院を受診した脳神経外傷患者のう

ち 1209 名（87.0％）は GCS  14〜15 点の軽症で，入

院や手術を要したのは 118 名（8.5％）にすぎなかっ

た。実に，90％以上は入院や手術を伴わない一次救

急対象であったことになる。二次救急の脳外科救急

外来を受診した患者の多くは，一次救急で十分対応

可能だったとの同様の報告もあり 7），二次救急が一

次救急対象の患者に席巻されている実状が窺える。

一方，三次救急に二次救急対象の患者が多数押し

寄せ，その診療は逼迫しているという 2）。負担を軽

減するために，「重篤」な患者を選別し，真に三次救

急が必要な患者に限定すべきとの主張もある 2）。同

様に考えるならば，二次救急は，手術治療を考慮す

べき患者と，経過観察入院が必要な患者だけを選別

して慎重に対応し 8），その preventable death を防ぐ

ことに徹したいところである。

当院は地域救急医療センターとして，救急患者の

搬送先が即決しない場合，受入れ病院を調整してい

る。その際，処置困難や専門外等の理由を挙げて，

軽症の脳神経外傷患者を受入れ困難とする救急病院

が多いことに驚かされる。頭部外傷患者に対して，

画像診断や経過観察入院の要否を判断する指針に

は，New Orleans Criteria と Canadian Head CT rule

を先駆けとして，種々の試みがある 1,6）。前者は GCS

15 点の頭部外傷患者に，後者は意識消失，健忘，錯

乱のいずれかを呈した成人頭部外傷患者に限定した

指針で，いずれも 7 項目からなり，内容は比較的簡

潔である。以降，精度を高め，不要な検査と医療費

の削減を目的として，これらの指針の改変が重ねら

れた結果，より新しい NICE guideline，SIGN guide-

line 等は網羅的な記述で，複雑な内容となってい

る 4,5）。このため，脳神経外傷の専門医や研究者に

とっては極めて意義深いものとなった反面，一般医

が臨床の場で利用するには少し煩雑すぎる懸念があ

る。本邦の重症頭部外傷治療・管理のガイドライン

第 2 版 7 に掲載された CT 検査の基準と重症化の予

測因子も，参考を含めて 13 項目に亘り，欧米文献

の検証が付記された長文の内容である。一次や二次

救急病院の医師の中には，神経学的診察を不得手と

して，長文で複雑な内容の指針に困惑を感じる医師

が少なからずおり，ガイドラインが，全国の救急病

院で積極的には活用されていないのが実状である。

医師の勉強不足であるとの見方もあるが，現場の救

急担当医の多くがガイドラインを把握していない現

状では，多数の救急施設が，脳神経外傷患者は軽症で

も専門外として受け入れないのも当然かもしれない。

更に，専門外の医師が脳神経外傷患者を診察して

も，患者が専門医の診察を希望するため，全く無症

状であっても結局，専門医のいる救急病院に再度受

診させざるを得なくなるという意見もある。しかし

ながら，厚労省令は救急医療機関に，救急医療につ

いて相当の知識および経験を有する医師が常時診療

に従事するよう，求めている。軽症の頭部外傷は，

発熱や腹痛と並んで，救急外来の“common”な受診

理由の一つであり，知識と経験の豊富な救急担当医

であれば，最低限の知識は備えていて然るべきであ

る。

このような現状を打開するには，脳神経外傷に関

する患者教育や啓発活動に加え，前述の CT 基準を

普及させるべく，一般救急担当医のレベルアップを

促すか，あるいは，一般医でも容易に参照可能で簡

便なガイドラインを新たに作成する等の方策を講じ

ることにより，軽症頭部外傷患者の初期診療に対す

る認識を，患者も医師も新たにすることが必要と思

われる。専門医でなければ，軽症頭部外傷患者の診

療は行えないというような誤った風潮は是正される

べきであろう。多くの救急担当医師に，軽症頭部外

傷患者の診療には信頼できる明確な指針があり，基

準に則って標準的な診療が安全に遂行できるという

ことが理解されるならば，専門外を理由として，受

神経外傷Vol.34 2011
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入れ困難ということも少なくなるのではないだろう

か。結果として，一次と二次救急の役割分担が明確

となり，二次救急施設の負担が軽減し，更には三次

救急の負担も軽減することが期待できるだろう。

小児の頭部外傷，特に乳幼児について，脳外科医

のいる医療機関が，専門外なので受け入れ困難とす

ることがある。同様に，小児科医も外傷は専門外，

患児家族が脳外科医の診療を希望しているとして，

転送してくることが多い。更に原発事故以降，放射

線被曝に関心が高まり，小児に対する CT 等の画像

診断の適応について認識を新たにする必要もある。

救急医療の現場で，家族も医師も納得のできる診療

水準が保たれるよう，小児科医と脳外科医の協同に

よる，画像診断の適応も含めた，軽症・中等症の小

児脳神経外傷診療の指針を作成することの必要性も

指摘したい。

二次救急はレベルがさまざまと言われ，脳外科医

を含む複数の診療科の医師が 24 時間常駐する病院

から，夜間は内科系の非常勤当直医 1 名だけの病院

まで，種々の体制の医療機関が混在している。した

がって，特に時間外診療で脳神経外傷患者の初療を

担当する医師が，脳外科医や救急医ではないことも

稀ではない。当院でも，脳神経外傷患者のうち初診

時に脳外科専門医が診療したのは 6 割弱にすぎず，

残りは他科医師が行っている。このため脳外科医不

在時の次善の策として，画像転送による診断サポー

トや電話でのコンサルテーション等のバックアップ

を整備している。その結果，病変の検出率，予後と

も，初療対応医師の専門性による差異はなく，一定

の診療水準が確保されたと思われる。このような自

施設内での対策を講じ，脳神経外傷患者の「たらい

回し」を生じさせない努力も必要であろう。

Ⅳ ────────────── おわりに─

従前，二次救急施設では経験豊かでオールマイ

ティーな医師が，全科に亘る総合的な診療を行って

いた時代があった。近年，社会状況の変化に伴い，

専門外の診療は医師にとってリスクの高いものとな

り，救急診療に於いても，所謂防衛医療や萎縮医療

の立場をとる傾向にある。脳神経外傷患者の診療ガ

イドラインを浸透させ，専門外領域に対するサポー

ト体制を整えることにより，脳神経外傷に対する二

次救急医療機関での標準的な診療を担保することが

必要であろう。
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短　　報

Ⅰ────────────── はじめに ─

外傷性脳血管障害は非穿通性外傷の約 0.08％で発

生するとされる稀な病態である 1,2）。受傷機転は交

通事故が最も多く，転倒・転落・殴り合い・整体・

スポーツなどでも発生する 5）。その中でも頭蓋内動

脈解離は，篩板や前床突起などの頭蓋底骨折により

頭蓋内内頸動脈床上部が損傷を受けたり，硬膜輪で

固定されているために過伸展（屈曲）・回転によって

血管が損傷することに由来するという 2,3）。

これまで我々は，外傷性閉塞性脳血管障害の中で

特に頭蓋内動脈解離に着目し，小児では頭部外傷入

院例の 2.1％を占め必ずしも稀ではないこと，ス

ポーツや転倒などの比較的軽微な外傷で発生するこ

とが多いこと，虚血発症が多いこと，症状発現まで

の時間が短いことなどを報告してきた 4）。一方，成

人においては，外傷性頸部動脈解離と比較すると頭

蓋内動脈解離は極めて稀とされ，まとまった報告が

ほとんどない。そこで今回，外傷性頭蓋内動脈解離

の臨床的特徴について，小児と成人の違いを主眼に

検討したので報告する。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

2001 年 1 月から 2009 年 5 月に当科で入院治療を

行 っ た 頭 部 外 傷 の う ち ， Digital Subtraction

Angiography（DSA）・MR Angiography（MRA）・CT

Angiography（CTA）のいずれかで脳血管病変の評価

を行った 1959 例のうち，外傷性脳動脈解離と診断

された 20 例を対象とした。脳血管病変の評価は，

頭部外傷入院例全例で原則として受傷後 3 週間以内

に，経過中に神経症状の悪化をきたした場合には随

時行うこととしたが，鎮静が得られないなどの理由

により脳血管病変を評価することができなかった症

神経外傷Vol.34 2011
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例（小児 198 例，成人 273 例）は除外してある。対象

症例を 15 歳以上の成人例と 15 歳未満の小児例とに

分け，診療録の記載から，発生頻度・性差・受傷機

転・症状発現までの時間・症状・血管病変の部位・血管

障害の臨床病型・血管障害以外の外傷性頭蓋内病変・

転帰等についてレビューし，疫学的事項や臨床像の

特徴について検討した。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

頭蓋内動脈解離の発生頻度は，入院を要し脳血管

病変の評価を行った頭部外傷のうち，小児では 414

例中 9 例（2.2％），成人では 1545 例中 11 例（0.7％）

であった。性差は小児では M：F = 5：4，成人では

M：F = 6：5 で，両群に差はなかった（Table 1）。

受傷機転は，小児では転倒 2 例・転落 1 例・交通

事故 1 例・スポーツ 5 例で，スポーツ外傷・転倒な

どの比較的軽微な外傷が多かった。一方成人では，

転落 2 例・交通事故 5 例・スポーツ外傷 3 例・暴力行

為 1 例で，高エネルギー外傷で高頻度に認められた

（Table 1）。

受傷から症状発現までの時間は，小児では 9 例中

8 例（89％）が受傷後 6 時間以内に症状を発現してい

るのに対し，成人では 6 時間以内が 11 例中 4 例

（36％）・6〜24 時間 2 例（18％）であり，明らかな症

状の発現がなく受傷 24 時間以降の画像診断によっ

て偶然発見された症例が 5 例（45％）認められた

（Table 1）。

症状は，小児では片麻痺や失語などの局所神経症

状が 9 例中 7 例（78％）・頭痛 6 例（67％）であったの

に対し，成 人では局 所 神 経 症 状は 11 例 中 3 例

（27％），頭痛 2 例（18％）と典型的な症状は少なかっ

た。また，意識障害については，小児では 9 例中 3

例（33％）でのみ認められたのに対し，成人では 11

例中 8 例（73％）が受傷直後から意識障害を呈してお

り，明らかな局所神経症状等をきたさず画像追跡中

に偶然発見された症例が 5 例（45％）を占めた（Table

1）。

血管病変は，小児では内頸動脈が 9 例中 5 例

（56％）で最も多く，次いで中大脳動脈が 2 例（22％）

であった。成人でも内頸動脈が 11 例中 6 例（55％）

で最も多く，次いで椎骨・脳底動脈が 3 例（27％），

前大脳動脈が 2 例（18％）であった（Table 2）。

脳血管障害の臨床病型は，小児では 9 例中 8 例

（89％）が虚血性脳血管障害であったのに対し，成人

では 11 例中 6 例（55％）が虚血性脳血管障害，3 例

（27％）は出血性脳血管障害であった（Table 2）。
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Table 1 Clinical characteristics of traumatic intracranial
artery dissection

Adult（≧15 y.o.） Child（＜15 y.o.）

Epidemiology

Frequency n = 11 n = 9

11 ⁄ 1545（0.7％） 9 ⁄ 414（2.2％）

M：F 6：5 5：4

Cause of trauma

Fall on ground level 0 2 ⁄ 9（22％）

Fall from heights 2 ⁄ 11（18％） 1 ⁄ 9（11％）

Traffic accident 5 ⁄ 11（45％） 1 ⁄ 9（11％）

Sports 3 ⁄ 11（27％） 5 ⁄ 9（56％）

Violence 1 ⁄ 11 （9％） 0

Duration from trauma to onset (or radiological demonstration)

< 6 hrs 4 ⁄ 11（36％） 8 ⁄ 9（89％）

6 – 24 hrs 2 ⁄ 11（18％） 1 ⁄ 9（11％）

> 24 hrs 5 ⁄ 11（45％） 0

Symptom(s) and sign(s)

Focal sign 3 ⁄ 11（27％） 7 ⁄ 9（78％）

Headache 2 ⁄ 11（18％） 6 ⁄ 9（67％）

Vomitting 1 ⁄ 11 （9％） 2 ⁄ 9（22％）

Depression of alertness 8 ⁄ 11（73％） 3 ⁄ 9（33％）
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外傷性頭蓋内動脈解離以外の外傷性頭蓋内病変

は，小児では 9 例中 7 例（78％）とほとんどの症例で

認められないのに対し，成人ではびまん性脳損傷が

11 例中 5 例（45％），脳挫傷が 5 例（45％），頭蓋底骨

折が 4 例（36％）など，重篤な頭蓋内損傷を合併して

いる症例がほとんどで，外傷性頭蓋内病変を認めな

いのは 3 例（27％）のみであった（Table 2）。

転帰（Glasgow Outcome Scale）は，小児では GR

3 例（33％），MD 4 例（44％）で転帰良好例が大半を

占めたのに対し，成人では GR 1 例（9％），MD 4 例

（36％）で転帰良好例は半数以下にとどまり，SD 6 例

（55％）で転帰不良例が過半数を占めた（Table 3）。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

本研究より，外傷性頭蓋内動脈解離は小児では比

較的高率に発生するものの，成人では稀であること

が示された。また，受傷機転に関しては，小児では

比較的軽微な外傷でも発生するのに対して，成人で

は高エネルギー外傷での発生が多いことも示され

た。これらの事実は，小児における頭蓋内動脈解離

の機序は，外的要因よりも小児特有の内的要因が大

きく関与している可能性を示唆している。一般に，

小児の外傷性脳血管障害は，頸椎可動性が大きいこ

とや動脈の弾性が大きいことが要因のひとつとして

挙げられており 2），本研究の結果もこれを支持する

ものと考えられる。一方，成人例では合併する頭蓋

内病変として頭蓋底骨折や脳挫傷・びまん性軸索損

傷などが多数みられたことから，頭蓋内動脈に対す

る直接の物理的損傷が関与している可能性が高いと

考えられ，小児とは対照的に外的要因が大きく関与

する可能性が示唆される。

本研究で興味深いのは，従来の報告でも示唆され

てきた通り 3），小児ではほとんどが受傷後 6 時間以

内の外傷後比較的早期に発症するのに対し，成人で

は受傷後 6 時間以内に発症したのは全体の 1／3 にす

ぎず，多くは 24 時間以降の画像診断で発見されて

いる点である。動脈解離後，症状発現にいたるメカ

ニズムについては明らかにされてはいないが，一般

神経外傷Vol.34 2011

Table 3 Glasgow Outcome Scale (GOS)

GR = Good Recovery,  MD = Moderately Disabled,  SD =
Severely Disabled,  VS = Vegetative Survival,  D = Dead

Table 2 Lesion of trauma and traumatic stroke

IC = Internal Carotid,  MCA = Middle Cerebral Artery,  ACA =
Anterior Cerebral Artery,  PCA = Posterior Cerebral Artery,
VABA = Vertebro-Basilar Arteries,  DAI = Diffuse Axonal Injury,
SAH = Subarachnoid Hemorrhage,  AEDH = Acute Epidural
Hematoma

Adult（≧15 y.o.） Child（＜15 y.o.）

Site of arterial dissection

IC 6 ⁄ 11（55％） 5 ⁄ 9（56％）

MCA 0 2 ⁄ 9（22％）

ACA 2 ⁄ 11（18％） 0

PCA 0 1 ⁄ 9（11％）

VABA 3 ⁄ 11（27％） 1 ⁄ 9（11％）

Clinical type of stroke

Ischemic stroke 6 ⁄ 11（55％） 8 ⁄ 9（88％）

Hemorrhagic stroke 3 ⁄ 11（27％） 0

Others 2 ⁄ 11（18％） 1 ⁄ 9（11％）

Traumatic lesion (except stroke)

DAI 5 ⁄ 11（45％） 1 ⁄ 9（11％）

Contusion 5 ⁄ 11（45％） 1 ⁄ 9（11％）

Traumatic SAH 2 ⁄ 11（18％） 1 ⁄ 9（11％）

AEDH 1 ⁄ 11 （9％） 0

Skull base fracture 4 ⁄ 11（36％） 1 ⁄ 9（11％）

None 3 ⁄ 11（27％） 7 ⁄ 9（78％）

GR MD SD VS D

Adult（≧15 y.o.） 1 4 6 0 0

Child（＜15 y.o.） 3 4 2 0 0
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に，動脈解離後に症状が出現するまでには，血栓形

成により血管が狭窄ないし閉塞する時間を要すると

される 3）。すなわち，小児では成人とでは症候発現

の責任血管の血管径が異なる可能性が示唆される。

本研究では，動脈解離部位は小児・成人ともに内頸

動脈が最も多いことが示されているが，同じ内頸動

脈であっても年齢による血管径の違いが症状発現ま

での時間の相違に関与している可能性が示唆され

る。また，成人では重症頭部外傷で意識障害が遷延

している例が多く，多くの成人例で動脈解離症状の

発現には気づかれていなかったこと，画像診断で偶

然気づかれたことは，日常診療上で十分留意すべき

点であると考えられる。

動脈解離例の多くは虚血性脳血管障害による症候

を呈することから，2 次予防を中心とした治療は重

要であろう。一般に外傷性閉塞性脳血管障害の治療

は，血栓形成の進展・塞栓の予防を目的とした抗凝

固療法とされるが，evidence based とは言い難く，

治療が未確立である点は現状の大きな問題点であ

る。成人例では外傷性動脈解離を呈した症例の多く

で外傷性頭蓋内出血を合併しており，抗凝固療法の

導入が難しい場合も少なくない。evidence に基づく

治療方針の確立が急務と考えられた。
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短　　報

Ⅰ────────────── はじめに ─

飲酒運転の厳罰化により酩酊状態での交通事故は

減少しているが，完全になくなったわけではない。

依然として重症のアルコール依存から離脱できない

患者が飲酒運転で事故を起こすケースは散見され，

罰則強化のみでは飲酒運転をやめられない問題飲酒

群への対策には不十分であることが指摘されてい

る 1）。このような重症のアルコール依存症患者は身

体合併症を伴うケースも少なくなく，初療時にこれ

を勘案する必要がある。

今回アルコール依存症患者の頭部外傷において，

身体的合併症がその回復に影響したケースを経験し

たためこれを報告する。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

41 歳，男性。アルコール依存症，うつ病で精神科

受診中。飲酒後早朝に自家用車で単独追突事故を起

こし，当院救急搬送。救急現着時 JCS 3 であったが，

搬送中に意識状態が悪化した。

搬送時：JCS 200，GCS／E1V1M2，自発呼吸安定，

瞳孔不同あり（左瞳孔散大）。

頭部 CT：左急性硬膜下血腫。

既往歴：アルコール依存症・うつ病，複数回の交

通事故により両側鎖骨骨折。

合併症：腸骨骨折（安定型，保存的加療）。

入院経過：入院時頭部 CT（Fig.1）で左急性硬膜下

血腫および強い正中偏位が見られた。瞳孔不同を認

めたため緊急開頭血腫除去術，外減圧術を施行し

た。術後 1 週間後には JCS 3，GCS／E4V3M6 まで

意識状態は改善した。指示動作が可能となってから

も四肢の運動機能回復は悪く，麻痺は特に左半身に

強かった（指示動作が可能となった時点で右上下肢

Brunnstrom stageⅢ〜Ⅳ，左上下肢 stageⅡ）。頸椎

CT で骨症はなかった。中心性脊髄損傷を疑い，頸

椎 MRI（Fig.2）および腰椎 MRI 検査を施行したが脊

髄の明らかなダメージはなく，脊柱管狭窄も認めな

かった。術後 12 日目の頭部 MRI（Fig.3）では左半球

の脳損傷は明らかであったが，右半球の明らかな損

神経外傷Vol.34 2011
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傷はなく右半身よりも左半身の麻痺が強いことの説

明はつかなかった。四肢の筋萎縮を認めたため神経

内科にコンサルトし，アルコール性末梢神経障害と

診断された。

なお入院時血液検査より，TP 5.3，ALB 3.1，Ht

32.4 と 41 歳男性としては低タンパク血症，貧血を

認めた。

約 1 ヵ月後頭蓋形成術を施行し，ほぼ意識清明と

なったが，左に強い四肢麻痺，筋力低下，高次機能

障害，右同名半盲が残存した。回復期リハビリテー

ション病院に転院し約 5 ヵ月間リハビリテーション

を行い，杖歩行可能，日常生活動作はほぼ自立し在

宅療養となった。見当識は良好だが記銘力低下，注

意機能低下といった高次脳機能障害残存，右同名半

盲も依然として残存し，社会復帰は困難である。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Preoperative head CT on admission.

Fig.2 Cervical spine MRI; Axial images at C5 ⁄ 6 level.
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Ⅲ────────────── 考　　察 ─

アルコール依存症患者は，若年であっても様々な

合併症を伴うケースがある。外傷時臨床の現場にお

いては肝機能障害による止血機能の低下などが問題

となることが多いが，中枢神経系については受傷前

に明らかな認知障害を生じていなくても脳萎縮が見

られることも多く，頭部外傷や脳血管障害を生じた

場合，健康な同世代よりも意識状態や機能改善に時

間がかかる印象を持つ。また重症となると低栄養・

末梢神経障害を伴うこともあり，二次性筋萎縮をき

たしていることがある 2）。

今回のケースも血腫除去・外減圧後 12 日目の頭部

MRI で，年齢からすると残存するだろう脳の腫脹は

なく，むしろ脳萎縮が著明であった。受傷後まだあ

まり日数は経っていないため，外傷後の萎縮ではな

く以前より萎縮があったと考えるのが妥当である。

左半球には広範に脳損傷が見られ，高次脳機能障害

は必至であり，また右半身の運動機能異常はあって

も矛盾はしないだろうと予想されるが，右半球につ

いては明らかな脳損傷は認めていないため，右より

も左半身の運動機能低下の説明がつかない。頸椎

は，C5／6 レベルで脊柱管の狭窄はあるが髄液腔は

認められ，また脊髄内にも明らかな損傷は認めない。

若年者の場合受傷時までＡＤＬが自立しており，

何らかの自覚症状はあったとしても，周囲は神経系

の異常が生じていることに気付いていないことが多

いと思われる。このため受傷後四肢麻痺を認めると

脊髄損傷を疑うが，よく観察すると明らかな筋萎縮

が見られ，頭部外傷だけが麻痺の原因ではないこと

がわかる。このことは，以後の回復の見込み・リハ

ビリテーションの経過に大きく影響する。

今回のケースも，家族に何度か聴取したところ，

受傷以前より歩行障害を生じていたことが判明した

が，これは以前の交通事故による腰痛のためと家人

は考えていた。神経伝導速度検査において，運動神

経は保たれていたが感覚神経の導出は困難であり明

らかな末梢神経障害を認め，深部腱反射は四肢で著

明に減弱，また上肢・下肢とも 40 代男性としては

異常と思われる筋萎縮を認めたため，既往よりアル

コール性末梢神経障害，アルコール性筋症を生じて

いたものと判断した。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.3 Head MRI of the postoperative 12th day.
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厳密にはアルコールの毒性による障害かアルコー

ル依存による低栄養からくる障害かは判断が困難で

あるが，この患者の場合低タンパクが見られたため

栄養障害性末梢神経障害が強く疑われる。

治療においてはビタミン剤の長期投与が必須とな

るため，注意深い観察が必要となる 3）。
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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

神経外傷Vol.34 2011
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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。

一般社団法人  日本脳神経外傷学会  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）幹事 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。

（常務理事会への報告）
第 11条 選出委員会は，その審査の結果を常務理事会に

報告しなければならない。
2 理事長は，常務理事会への報告，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，

役員候補選出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
（役員候補選出委員会）
第 16条 本法人に，役員候補選出委員会を置く。

2 役員候補選出委員会には，互選により委員長 1
名を置く。

（役員候補選出委員）
第 17条 役員候補選出委員会は，社員の投票による選挙

により理事（理事であった者を含む）の中から
選ばれた役員候補選出委員（5名）と年次会長，
次年次会長並びに前年次会長によって構成す
る。

2 役員候補選出委員の任期は，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。

（役員候補選出委員会の開催）
第 18条 役員候補選出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，必要に応じて役員候補選出委員会
を招集する。
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（2）役員候補選出委員会は，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）役員候補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）役員候補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，本法人事務局に保管するもの
とする。

（役員候補選出委員会の権限）
第 19条 役員候補選出委員会は，次の各号に定める議事

につき審議し，決議する。
（1）理事，常務理事及び理事長並びに監事の推

薦
（2）年次会長の推薦
（3）幹事の推薦
（4）各委員会の委員長の選任

（社員総会への上程）
第 20条 役員候補選出委員会は，議事の結果を社員総会

に上程し，その役員候補者に関する選任決議を
求めなければならない。

第 7章　幹事会
（幹事会）
第 21条 本法人に，幹事会を置く。

2 幹事会には，幹事長 1名を置き，総務担当理事
がこれにあたる。

3 幹事会は，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。

（幹事）
第 22条 幹事会は，3名以上 6名以内の幹事をもって構

成する。
2 前項の幹事は，役員候補選出委員会の推薦に基

づき，理事会で承認された者をもって構成す
る。

3 幹事の任期は，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。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　常務理事及び常務理事会
（常務理事）
第 24条 本法人に，常務理事を置く。

2 役員候補選出委員会の委員をもって，常務理事
とする。

3 前項の規定にかかわらず，理事長は役員候補選
出委員以外から 1名の理事を常務理事に指名す
ることができる。

4 常務理事の任期については，第 17条第 2項の
役員候補選出委員の任期に準ずるものとする。
なお，前項の規定により，理事長より指名され
た常務理事についても同様とし，任期中に常務
理事に指名された場合であっても，他の常務理
事の任期の残存期間と同一とする。

（常務理事会）
第 25条 本法人に，常務理事会を置く。

2 常務理事会は，前条第 2項及び第 3項の常務理
事をもって構成する。

（常務理事会の権限）
第 26条 常務理事会は，第 19条に規定する役員候補選

出委員会の権限に属する事項を除く，理事会，
社員総会に諮るべき会務の運営に関する全ての
議事につき審議し，決議する。

2 常務理事会は，必要に応じて各委員会に対し，
業務の報告を求めることができる。

3 常務理事会は，委員会からの報告事項及びその
他理事会又は社員総会にて審議すべき事項を選
別し，理事会又は社員総会に上程するものとす
る。

（常務理事会の開催等）
第 27条 常務理事会の開催，定足数，決議要件等の事項

については，第 18条及び第 20条の規定を準用
する。ただし，本文中，役員候補選出委員は
「常務理事」，委員長は「理事長」と読み替える
ものとする。

第 10章　会計
（資産）
第 28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 29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 30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。

神経外傷Vol.34 2011
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（収支決算）
第 31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 32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 11章　施行細則の改正
（改正）
第 33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 12章　附則
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 一部改正
※ 平成 23年 8月 8日 一部改正
※ 平成 23年 10月 11日 一部改正

神経外傷Vol.34 2011

委員会設置規程
（総則）

第 1条 本規程は，一般社団法人日本脳神経外傷学会
（以下「本法人」という）の定款及び定款施行
細則（以下「細則」という）の規定に基づき，
本法人の運営，会務の遂行に関し各種委員会を
設置するために必要な事項を定めるものとす
る。

2 本法人の委員会は，定款又は細則に別段の定め
がある場合を除き，その構成，運営，任期等に
ついて，本規程に従うものとする。

（種別）
第 2条 本法人には，以下の委員会を設置するものとす

る。
（1）役員候補選出委員会
（2）幹事会
（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）役員候補選出委員会

① 細則第 19条に定める業務
（2）幹事会

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，定款又は細則に別
段の定めがある場合を除き，委員会の活動内容
についての報告を常務理事会にしなければなら
ない。また，常務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役員候補選出委員会の決議
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
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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

の運営に必要がある場合は，各委員会の発議に
より，常務理事会が審査し，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，常務理事会の決議に基づき，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
常務理事会で検討し，常務理事会の決議に基づ
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

員会が必要なくなった場合は，常務理事会の決
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 一部改正
※ 平成 23年 8月 8日 一部改正
※ 平成 23年 10月 11日 一部改正

神経外傷Vol.34 2011
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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。

● 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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株式会社マイライフ社内 神経外傷編集部
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《短報投稿に関するご注意》
このほか，本形式での論文にはその性質上，以下の場合が想定されますのでご留意のうえ適宜ご対応下さい。

1）すでに他誌に full paper が掲載されている，あるいは掲載が決定している論文を短報として今回投稿する場合
・ 本誌掲載の際，脚注として，すでに他誌に掲載されているあるいは掲載が決定している full paperが存在

する旨を明記させていただきますので，投稿の際，① 共著者，② 論文タイトル，③ 誌名，④ 巻数，⑤ 発
刊年，⑥ ページ数，を明示し該当箇所のコピーを同封下さい。

・ 先行の刊行物の版権保持者に自著の二次刊行物として他誌掲載許可をとって下さい。

・ 図表の再使用については，上記の許可がとれた際には再使用可能とします。その際は出典箇所を（筆頭著
者名，発刊年）を明記して下さい。

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

い。
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