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Retrospective evaluation of early and aggressive
decompressive craniectomy (DC) for severe

head injury: Was that DC necessary ?

YASUSHI HAGIHARA, MASATO UENO, YASUAKI MIZUSHIMA

TETSUYA MATSUOKA

Osaka Prefectural Senshu Critical Care Medical Center

Recently, decompressive craniectomy (DC) for refractory intra -
cranial hypertension (IH) has been widely reevaluated, and
many researchers support the advantages of early and aggres-
sive DC in the management of severe head trauma.  We too
applied DC in the early stages of IH, and confirmed its favor-
able results compared to those of the standard treatment.  In
patients with evacuate masses (EM), DC was determined based
on the intraoperative condition of the brain parenchyma; in
those without EM, intracranial pressure (ICP) ≥30 mmHg was
considered the criterion for DC.  However, in some cases, the
expected brain edema (BE) was absent after DC, and DC seemed
unnecessary on retrospection.  Here, the effectiveness of DC
performed at our hospital and its predictive factors were
investigated.  Of the 26 DCs performed in the past 3.5 years, 9
were ineffective because the expected BEs were absent on
postoperative computed tomography.  In those 9 cases, the
Glasgow coma scale (GCS) scores and D-dimer of fibrinogen
degradation product (FDP-DD) were significantly higher and
lower, respectively, than those of the control group.  Patients
with EM showed similar trends regarding the GCS score and
FDP-DD, both of which are probable indicators of BE.  In
patients without EM, the GCS score and FDP-DD were normal,
but their base excess at admission was significantly low with
increased ICP, requiring DC.  GCS score and FDP-DD may
represent the extent of mechanically damaged brain, and this
may explain their relation with DC effectiveness in patients
with EM.  In patients without EM and with mild brain damage,
base excess that reflects the respiratory or circulatory disorder
should be the predictor for BE.

125

原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

近年頭蓋内圧亢進に対する減圧開頭術の有用性が

再度評価を受けるようになり，Rescue ICPやDECRA

など，世界各地で多施設大規模研究が進行しつつあ

る 1,8）。我々の施設では，以前から減圧開頭の有効

性に注目し重症頭部外傷や脳血管障害による頭蓋内

圧亢進，強い脳浮腫の出現が予想された症例に対し

て積極的な減圧開頭術を行い，良好な結果を報告し

てきた。

しかしながら減圧開頭は侵襲の大きな治療法であ

り，感染等の合併症治療に難渋する症例がある。さ

神経外傷Vol.34 2011
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らに結果的に減圧開頭術が不要であったと思われた

症例も存在する。

今回我々は減圧開頭の適応を明確にするため，過

去の減圧開頭症例を再検討し，減圧開頭の妥当性に

ついての後方視的な評価を行うと共に，脳浮腫の出

現や，減圧開頭術の必要性と関連する因子について

検討した。

Ⅱ───────────── 症例・方法 ─

（1）減圧開頭術の方法と適応

当救命救急センターでの減圧開頭法は，基本的に

は脳腫脹側に対する hemicraniectomyを用いている

が，脳腫脹が両側にわたる場合や瀰漫性脳腫脹がみ

られる場合にのみ，bicoronal craniectomyを行って

いる。

開頭範囲は症例により多少の差異があるが，hemi-

craniectomyの場合，眼窩上縁正中から外耳孔の後

頭側 3 cmまでの範囲を開頭する。下縁は蝶形骨縁

および側頭骨を可能な限り頭蓋底部近傍まで削除

し，上縁は頭頂隆起を指標として開頭を行う。

当救命救急センターでの減圧開頭の適応は Fig.1

に示したアルゴリズムにより決定される。患者群は

Evacuate mass（EM）の有無により，開頭先行群と

Intracranial pressure monitor（ICP）先行群の 2 群に

大別される。開頭先行群の場合，EMを除去した際

の術中所見で，すでに脳浮腫が出現しているもの，

あるいは今後脳浮腫の出現が強く予想されたものを

減圧開頭の対象とした。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 The flow chart for decompressive craniectomy.

The flow chart for DC in our hospital is shown.  The patients were classified into 2 groups on the
basis of the existence of evacuate masses.  The patients with evacuate masses, which required
cranio tomy for mass removal, were classified under the “craniotomy first” group, while the patients
without evacuate masses were managed under ICP monitoring, and this group of patients was clas-
sified under the “ICP first” group.
The term “brain edema” includes the brain edemas expected to emerge in the near future as well as
those existing during the mass removal.
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（2）症例

2007 年 1 月から 2010 年 6 月までの 3 年 6 ヵ月間

に我々の施設に搬送された重症頭部外傷患者のう

ち，減圧開頭術を施行された頭部単独外傷患者を対

象とした。但し来院時あるいは術直後に心肺停止と

なったもの，妊婦，10 歳以下の小児は除外した。単

独頭部外傷の定義については，the abbreviated injury

scale 1990 revision（AIS 90）の評価により，頭部

AIS≧3，その他の AIS＜3 のものとした。

（3）減圧効果判定

減圧開頭術の効果判定は，術後頭部 computed

tomography（CT）を用いて検証した。結果的に著明

な脳浮腫が出現し，減圧開頭が必要であったもの；

Effective（A群），著明な脳浮腫が出現せず，減圧開

頭が不要であったもの；Ineffective（B群），脳浮腫

は軽度で，減圧開頭の必要性はどちらとも判定でき

なかったもの；Undetermined（C群）の 3 群に分類

した。

減圧開頭の効果判定には術後 CTの中で最も脳浮

腫の強かったものを用い，A群は本来の頭蓋骨縁の

外板を越えて脳浮腫が認められたもの，B群は脳実

質が本来の頭蓋骨縁の内板を越えなかったもの，C

群は脳実質が本来の頭蓋骨縁の内板と外板の間に留

まっていたもの，とした（Fig.2）。

これら 3 群について脳浮腫の出現と関連すると思

われる因子を比較検討した。

（4）因子

比較検討する因子は，年齢・性別の他，神経学的

指標として来院時 Glasgow coma scale（GCS），呼

吸循環の指標として base excess（BE），脳損傷の量

的指標として D-dimer of fibrin degradation products

（FDP-DD）をそれぞれ選択した。

また開頭先行群，ICP先行群についても，それぞれ

比較検討を行った。特に ICP先行群については，減

圧開頭を必要とする脳浮腫を認めたA群と，保存的

加療が可能であった症例（Fig.1: *）の間で比較した。

（5）統計学的検討

統計解析は統計解析ソフト IBM SPSS を用い，

有 意 差の検 定は分 散 分 析（analysis of variance:

ANOVA），多重比較として Turkey法を用いた。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.2 The evaluation of decompressive effectiveness.

The details of the evaluation of decompressive effectiveness are shown.
A: Severe brain edema developed, and the brain margin was beyond the
outer table of the calvaria; DC was effective in reducing the ICP in such
patients.
B: Minimum brain edema was observed, and the brain margin remained
within the inner table of the calvaria; DC was ineffective and supposed to
be given a lot of emphasis.
C: Mild brain edema was observed, and the brain margin stayed between
the outer and inner tables of the calvaria; the suitability of DC was undeter-
mined in such patients.
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Ⅲ────────────── 結　　果 ─

当該期間中に減圧開頭術を受けた頭部単独外傷患

者は 26 例であった。平均年齢 52.3 歳，男女比 8：1

と男性が多かった。死亡率 23％（6／26），6 例が水頭

症，7 例が髄膜炎を合併していた。

全例が急性硬膜下血腫と診断され，8 例が急性硬

膜外血腫，12 例が脳挫傷を合併していた。

効果判定の内訳は，A群 16 例，B群 6 例，C群

4 例であった（Table 1-a, Fig.3）。減圧開頭直後の脳

圧は，A群の平均 12.1 mmHgに対して B，C群で

はそれぞれ 1.2 mmHg，2.5 mmHgと著明に低値で

あった。

各因子の平均値は，A群では BE，GCSが最も低

神経外傷Vol.34 2011

No. ICP（mmHg） BE（mmol/l） GCS FDP-DD（µg/ml）

A： Effective 16 12.1 ± 10.0 − 4.9 ± 6.8 7.4 ± 4.5 97.1 ± 79.9

B： Ineffective 6 1.2 ± 0.75 − 2.1 ± 2.6 11.4 ± 2.4 23.8 ± 8.1

C：Undetermined 4 2.5 ± 0.7 − 4.0 ± 5.5 10.3 ± 3.9 34.1 ± 24.1

No. Effective Ineffective Undetermined

Craniotomy�first 19 10 6 3

ICP�first 7 6 0 1

Table 1-a Details of decompressive craniectomy (DC)

Six patients (23%) were classified as group B, in which DC was supposed to be given a lot of
emphasis.  Glasgow coma scale (GCS) and D-dimer of fibrin degradation products (FDP-DD)
were significantly different between group A and B.  All factors of group C were in between those
of groups A and B.  Intracranial pressure (ICP) of postdecompressive craniotomy was significant-
ly lower in groups B and C compared to group A.

Table 1-b “Craniotomy first” group versus “Intracranial pressure monitor (ICP) first” group

Of the 26 DC patients, 19 were classified in the “craniotomy first”  group and 7 in the “ ICP first”
group.  While most “ICP first” patients (86%) received effective DC, 6 patients of the “craniotomy first”
group (32%) received ineffective DC.

Fig.3 Details of each factor in all DC patients.

GCS and FDP-DD were significantly different between groups A and B, while BE showed no difference.
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く，FDP-DDが最も高値を示していた。また B群

ではその逆の傾向が認められ，A 群〜B 群間で

GCSと FDP-DDに有意差を認めた。

また開頭先行群，ICP先行群の比較を Table 1-b

に示す。開頭先行群 19 例，ICP先行群 7 例であっ

たが，減圧効果が A群と判定されたものは，開頭先

行群で 52.3％（10／19）であったのに対して，ICP先

行群では 85.7％（6／7）であった。

開頭先行群の詳細な解析を Table 2-a および Fig.4

に示す。各因子は減圧開頭術全体とほぼ同様の傾向

がみられ，GCSと FDP-DDの各因子は A群〜B群

間で有意差を認めた。

ICP先行群については，B群にあたる ineffective

と判定されたものはなかった。

A群（6 例）と，保存的治療群（22 例）との比較の結

果を Table 2-b および Fig.5 に示す。この場合，GCS

神経外傷Vol.34 2011

Fig.4 Details of each factor in the “craniotomy first” group.

The same tendency with all DC groups was shown in the “craniotomy first”  group.  GCS and FDP-DD were
significantly different between groups A and B, while BE showed no difference between the 2 groups.

No. BE（mmol/l） GCS FDP-DD（µg/ml）

A： Effective 10 − 3.9 ± 7.2 7.9 ± 4.9 173.3 ± 185

B： Ineffective 6 − 2.2 ± 2.6 11.4 ± 2.4 23.7 ± 8.1

C：Undetermined 3 1.4 ± 2.4 9.4 ± 3.4 47.9 ± 38.2

Table 2-a Details of the “craniotomy first” group

Each factor of the “ craniotomy first”  group had almost the same tendency in all the DC groups.
GCS and FDP-DD were significantly different between group A and group B.

Table 2-b Details of the “ICP first” group

Six patients who received effective DC in the “ ICP first”  group were compared with 22 patients
who had been treated conservatively under ICP monitoring (those on the course are shown by big
asterisk in Fig.1).  Base excess (BE) was significantly different, while GCS and FDP-DD were not
significantly different between the 2 groups.

No. BE（mmol/l） GCS FDP-DD（µg/ml）

Conservative 22 − 0.7 ± 3.0 8.0 ± 3.3 46.2 ± 39.3

Decompressive�craniotomy 6 − 4.2 ± 5.5 8.3 ± 4.3 62.2 ± 50.7
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と FDP-DDでは 2 群間に有意差を認めなかったが，

BEでは減圧開頭有効群が有意差をもって低値で

あった。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

今回の結果から，開頭先行群すなわち EMを有す

る症例では，来院時 GCSと FDP-DDが減圧開頭の

必要性を示唆する因子であることが示された。GCS，

FDP-DDはともに脳組織損傷の程度や予後を反映し

たものと考えられ 7,9），これらの因子の異常が大き

ければ，脳浮腫の出現，ひいては減圧開頭の必要性

につながるものと考えられた。特に FDP-DDはよ

り客観性，再現性が高く，また迅速な測定が可能で

あることから，EM摘出術中に外減圧術を行うか否

かの決断を迫られた場合の参考になると考えられた。

また EMのない症例は対照的に，来院時のアシ

ドーシスがその後の脳浮腫および減圧開頭の必要性

を示唆する重要な因子になると考えられた。これは

呼吸や循環の異常による脳組織の 2 次的損傷を反映

したものと考えられるが，今回の検討では症例が少

ないこともあり，臨床上の有意な呼吸障害，循環不

全を証明することはできなかった。

頭部外傷における減圧開頭術は，本来脳圧亢進に

対して行う対症療法の一つであり，脳圧亢進を確認

して行うことが望ましい。しかしながら重症外傷の

治療に於いては，予測される危険に対してあらかじ

め対処しておくことがリスク回避のために必要であ

り，特に脳神経外傷についてはその重要性が高

い 2,5,11）。

EMに対する摘出術を行った際，たとえその時点

で脳浮腫が認められなくても，脳挫傷の程度や受傷

機転から今後脳浮腫が強くなると予想された場合に

あらかじめ減圧開頭を行うことは，治療戦略上重要

であると考えられる。

一方減圧開頭には感染や水頭症などの危険性が指

摘されており 3,4,6），また頭蓋形成術による新たな手

術侵襲も加わる。こうした理由からも，治療戦略に

影響を与えない範囲で，可能な限り不要な減圧開頭

を避ける努力を怠るべきではない。

今回の研究の問題点として，第一に脳浮腫の原因

が器質的脳損傷やアシドーシスのみではない点が挙

げられる。脳浮腫の大きな原因として The vein of

Labbéや Rolandic veinなどの静脈損傷による静脈

神経外傷Vol.34 2011

Fig.5 “ICP first” group: Conservative management versus effective craniectomy.

The patients of the “ICP first group” in whom the DC was effective were compared with those who received
conservative treatment.
BE was significantly different between the 2 groups, which may suggest that acidosis is the major condition
that leads to the development of brain edema in patients who do not have evacuate masses.
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灌流不全や，異常高血圧による過灌流および血管透

過性亢進などが知られている。

第二に，減圧開頭により脳組織循環や酸素化の改

善が認められる 10）という報告があり，B群，C群と

判定された症例の中にも，減圧開頭を行った結果，

本来出現するべき強い脳浮腫が予防された例が存在

していた可能性は否定できない。今回の検討ではこ

うした要素については検証されておらず，有意差の

ある因子でも P valueが大きいことは，このような

背景を反映していると考えられた。

何れにしても，今回の研究は 26 例という small

sampleでの検討であり，今後症例を増やしてさら

に検討を行う必要がある。

Ⅴ────────────── おわりに ─

早期の積極的減圧開頭術後，期待された脳浮腫が

認められなかった頭部単独外傷患者は全体の約

23％，EMのある症例の約 32％であった。EMのあ

る症例では，来院時 GCSが高いもの，FDP-DDが

低値のものは脳浮腫が軽度に終わる可能性があり，

また EMがない症例では，来院時のアシドーシスの

程度が脳浮腫と関連している可能性が示唆された。
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“talk and deteriorate” patients
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The acute subdural hematoma (ASDH) remains one of the
most life-threatening state of all head injuries.  We have retro-
spectively reviewed 469 patients suffering ASDH between
1990 and 2010.  The overall mortality rate was 34.1% and 38.6%
had good recovery (GR) of Glasgow outcome scale at discharge.
The outcome was found to be influenced significantly by the
consciousness level at admission.  In 198 patients, surgical
procedure was performed.  Based on the distribution of ASDH,
the patients with ASDH only in the interhemispheric space
were prone to reach GR state compared to the other locations,
namely, unilateral and bilateral lesions.  In 469 patients, 28
patients (6%) presented with a mild head injury (JCS 0 – 3) at
admission, and then rapidly deteriorated to comatose state in
the first 3 hours, they were classified as “talk and deteriorate”
(T & D) type.  The mortality rate of T & D type was 61%, and
the outcome of T & D type was significantly correlated with
the operative procedures such as removal via one-burr hole,
removal via craniotomy, and decompressive craniotomy and
removal.  The more degree of decompression, the better
outcome is expected for the T & D type. But the independent
predictable signs in initial CT scan for T & D type, such as the
combination of contusion and/or acute epidural hematoma,
in order to evacuate the hematoma promptly before the dete-
rioration falls to the critical level, failed to be identified.
Therefore, we conclude that patients who present in good
clinical condition with ASDH initially must be prepared for
emergency operation.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

急性硬膜下血腫（ASDH）は重篤な頭部外傷の一病

態として知られている 2,5,15）。しかし，実際にはごく

軽症の症例が存在する 13）一方，当初意識状態良好で

ありながら短時間で悪化する，所謂 talk and deterio -

rate（T & D）typeも認められ 6），その病像は多岐に

わたる 15）。筆頭筆者の経験した 469 症例を基に ,

ASDHの病像を retrospectiveに検討し，特に T & D

typeの予測因子の有無などの特徴を検証した。

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

1990 年 8 月から 2010 年 10 月までに経験した 15

歳以上の ASDH（CTにて 5 mm以上の厚さを示す

もの）症例 469 例（男性 307 例，女性 162 例，平均年

齢 59.2 歳）を対象にした。

検討項目は

1．搬入時意識状態： Japan coma scale（JCS）にて

以下の如く分類した。

I：JCS 0〜 1，II：JCS 2〜 3，III：JCS 10〜 30，

IV：JCS 100〜 200，V：JCS 300と分類。更に，

初診時は I群もしくは II群でであったにもかか

わらず，搬送後 3 時間以内に IV群またはV群

に悪化した症例を T & D typeとした。

2．ASDHの部位（右，左，両側，大脳半球間裂）：

大脳半球間裂にのみ 5 mm以上の ASDHが存

在する場合を大脳半球間裂群とし，片側に

5 mm以上の ASDHが存在する場合は大脳半

球間裂に 5 mm以上の ASDHが存在しても片

側（右または左）群とし，同様に，両側にASDH

が存在する場合は，大脳半球間裂に 5 mm以上

のASDHが存在しても両側群とした。

3．脳挫傷の合併の有無： CT上最大径 5 mm以上

の脳挫傷が合併する場合，脳挫傷ありとした。

4．急性硬膜外血腫（AEDH）合併の有無： CT上

最大径 5 mm以上の AEDHが合併する場合，

AEDHありとした。

5．手術治療の有無およびその方法： ASDHに対

する外科的除去術の有無，その手法別に分類し，

検討した。

6．退院時転帰： Glasgow outcome scaleにて判定

した。

7．統 計 処 理 ： 有 意 差 検 定には Chi-square for

independence testお よ び Spearman's correla-

tion coefficient by rank testを使用し，p<0.05

を有意差ありと判断した。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Histogram demonstrating the relationship between overall outcome by Glasgow Outcome Scale and the level
of consciousness at admission, showed better outcome based on the initial consciousness level significantly (p< 0.05).

The numbers identified by roman numerals on the horizontal axis indicate the level of consciousness.
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Ⅲ────────────── 結　　果 ─

（1）搬入時意識状態と予後

Overall resultは GR 181，MD 86，SD 35，V 7，D

160 で，死亡率は 34.1％であった。Fig.1 の如く，搬

入時意識状態と予後には有意な相関を認めた（p<

0.05）。

（2）ASDH の部位別特徴

Table 1 の如く，ASDHが大脳半球間裂にのみ存

在する場合は，他の場合に比して予後良好であっ

た。T & D typeは 469 例中 28 例（6％）に認め，片側

の ASDH例に多く認められた。初診時症状軽微で，

受傷 21 日以内に症状が急速に出現する，いわゆる

亜急性硬膜下血腫（SASDH）を呈した症例は，16 例

に認められた。21 日以後症状が徐々に出現・増悪

し，慢性硬膜下血腫（CSDH）へと変化した症例は 22

例に認められた。この 3 群（T & D,  SASDH,  CSDH）

は，いずれも大脳半球間裂のみの ASDH症例には

認められなかった。急性期に死亡した 150 名を除い

た，少なくとも亜急性期まで生存した 319 例を母集

団と考えると，SASDH発症率は 5.0％，CSDH発

症率は 6.9％であった。

（3）手術治療の方法と予後

Table 2 の如く，469 例中 198 例に手術を施行し

た。手術は，穿頭血腫ドレナージ術群（OBH），穿頭

血腫ドレナージ術に引き続き開頭血腫除去術群

（OBH + CR），開頭血腫除去術群（CR），開頭血腫

除去術および外減圧術群（CR + ED），穿頭血腫ドレ

ナージ術引き続き開頭血腫除去・外減圧術群（OBH +

CR + ED）の 5 種類の方法で施行された。手術治療

法と予後に有意差は認められなかった。Table 3 の

如く，198 例の手術のうち，19 例に脳挫傷の増大，

対側 AEDHの増大（もしくは出現），対側 ASDHの

増大などの手術治療による頭蓋内病変の増大が認め

られた。これは，OBHのみの場合では少なく，CR

を行うと増加する傾向が認められた。Table 4 の如

く，脳挫傷を合併していた 210 例のうち 67 例に対

して，手術が施行され，8 例（11.9％）に術後脳挫傷

の増大を認めた。ASDHと反対側の AEDHを合併

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 Summary of characteristics in 469 patients with acute subdural hemataoma (ASDH): based on classifica-
tion of ASDH location

bilateral rt lt interhemi

total No.（％） 40 196 203 30

surgery 14（35） 89（45） 95（47） 0

Goor Recovery 8（20） 81（41.3） 66（32.5） 26（87.0）

Death 18（45） 66（33.7） 74（36.5） 2（6.7）

wih AEDH 2（5） 11（5.6） 22（10.8） 0

with contusion 23（57.5） 93（47.4） 89（43.8） 3（10）

T & D type 1（2.5） 13（6.6） 14（6.9） 0

SASDH 0 6 10 0

CSDH 3 11 8 0
The numbers in parentheses indicate percentage terms.  AEDH: acute epidural hematoma, T & D type: talk and deteriorate
type in ASDH patients, SASDH: subacute subdura hematoma, CSDH: chronic subdural hematoma
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していた 19 例のうち，13 例に対して ASDH除去術

が施行された。術後，4 例（30.1％）に既存の AEDH

の増大を認めた。また，両側 ASDH 40 例のうち 14

例に対して，よりmass effectの多い側の ASDHに

対して除去術が行われ，術後手術反対側の ASDH

の増量が 3 例（21.4％）に認められた。尚，術前対側

AEDHを認めなかった 185 手術例のうち，2 例で

ASDH 手 術 後，対 側に術 前 認められなかった

AEDHの出現を認めた。2 例とも，穿頭血腫ドレ

ナージおよび開頭血腫除去・外減圧術群であった。

（4）T & D type の予測因子

T & D typeは 28 例（男性 22 例，女性 6 例，平均

年齢 62.5 歳）であり，予後は GR 3,  MD 1,  SD 7,  V

0,  D 17 と死亡率 61％であった。手術は 20 例に施

行され（穿頭血腫除去術群 8 例，開頭血腫除去術群 4

例，開頭血腫除去・外減圧術群 8 例），手術未施行

群は全例死亡した。Fig.2 の如く，手術方法と予後

に有意ある関連を認め（p<0.05），減圧効果が高い開

頭血腫除去術および外減圧術群（CR + ED）が，最も

有 効であった。しかし，初 診 時 CT における，

ASDHの部位，脳挫傷の合併の有無，AEDHの合

併の有無を検討したが，T & D typeを予見しうる有

意ある因子は認められなかった。

神経外傷Vol.34 2011

Table 2 Summary of outcomes in 198 patients who underwent surgical procedures classifed by the process of opera-
tion

OBH OBH + CR CR CR + ED OBH + CR + ED

GR 22 1 9 12 5

MD 17 0 13 16 3

SD 13 0 7 4 2

V 1 0 1 2 3

D 30 3 5 16 13
OBH: evacuation of hematoma via one-burr hole operation, OBH + CR: OBH in emergency room followed by craniotomy and
removal of hematoma, CR: craniotomy and removal of hematoma, CR + ED: decompressive craniotomy and removal of
hematoma, OBH + CR + ED: OBH in emergency room followed by CR + ED

Table 3 Summary of the enlargement of contra-lateral intracranial lesions after the ASDH removal operation, clas-
sified by the process of operation

OBH OBH + CR CR CR + ED OBH + CR + ED

contusion 1 0 4 4 2

AEDH 0 0 0 4 2

ASDH 0 1 0 0 2

complication rate 1.2％ 25％ 11.4％ 16％ 23.1％

Table 4 Summary of the change of contra-lateral intra -
cranial lesions after the ASDH removal operation, based
on the lesions in existence before surgery

enlargement unchanged

contusion 8（11.9） 59

AEDH 4（30.1） 9

ASDH 3（21.4） 11
The numbers in parentheses indicate percentage terms.
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Ⅳ────────────── 考　　察 ─

急性硬膜下血腫は頭部外傷疾患において最も予後

が悪いことが知られている 2,5,15）。しかし，CT，

MRIが普及した我が国では，軽微な外傷でも画像検

査が行われるのが常である。このように軽微な外傷

症例に対して頭蓋内に問題のないことを確認するた

めに施行した CTにて ASDHを認めることが増え

てきている 3）。事実，本研究でも初診時 JCS 0〜1

の症例（意識 Iと分類）は 469 例中 124 例に及び，実

に 26.4％に及んだ。本研究は筆頭筆者の 21 年にわ

たる経 験を基にしている，純 粋な retrospective

researchのため，これまでの ASDHに対する手術効

果に関する研究 5,12,20）のように，手術方法の選択に

明確な基準が存在しない。このため，各手術方法の

対象患者群の状態が重複したため，手術方法による

予後の差は認められなかった。手術方法による治療

効果の判定のためには，手術方法選択の criteriaを

予め設 定し，対 象 患 者 群の状 態 別に検 討する

prospective studyが必要であろう。Overall resultと

しては 198 例に何らかの手術治療が行われ，GRは

25％，MD も 25％，D は 34％であった。Massaro

らによる 1982 年から 1992 年の 11 年間 127 例の手

術治療を行ったASDH症例の検討結果（GR 23％,  D

57％）12）と，本研究結果は殆ど変わらず，治療方法

の進歩はmortalityこそ減少させることができたが，

functional recovery率上昇には殆ど寄与していない

ことが示された。例えば，搬送時，意識が JCS

100〜200 の群（当研究では意識 IVに分類）では，GR

は 12％，MD 20％，D 53％と functional recovery率

神経外傷Vol.34 2011

Fig.2 Histogram demonstrating the relationship between overall outcome and the procedures of surgery, showed
better outcome based on the degree of decompression significantly (p<0.05).
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は極めて低い。このように ASDH治療方法を検討

するにはmortalityを減らす手術方法 19）だけでなく，

primary damageを受けた脳をどのように維持，機

能的再生を図るかなどの基礎的研究 3）が必要となろ

う。

これまでにASDHの予後予測が入院時の CT 11,21），

意識状態の変化 17），急性期の脳血流分布（CBF）16）な

どで検討され，midline shiftが 20 mm以上では救命

率 50％，受傷 4 時間後の CBFが 20 ml／100 g/min

以下の場合救命率が非常に下がる，などの報告があ

る。本研究では，ASDHの存在部位の予後への関連

を検討した。Table 1 の如く，大脳半球間裂にのみ

ASDHが存在する群は，片側，もしくは両側（びま

ん性）に ASDHが存在する群と比較して予後が良好

であった。これは責任病巣の主体が bridging veinか

cortical arteryかの違いによるものかもしれない 14）。

また，合併する AEDH，挫傷には注意が必要で，対

側 AEDHが存在する ASDHに対する手術治療では

30％に既存対側の AEDHの拡大を認め，更には，

術前対側 AEDHがなかった ASDH手術例において

も 1.2％で新たに対側 AEDHを認めた。また，既存

脳挫傷の増大は 8 例 12％に認め，術前脳挫傷がな

かった ASDHにおいても 2.3％に新たな脳挫傷が出

現した。したがって，これまで報告されてきた 7）よ

うに，必要な減圧のみを遅滞なく行うことが肝要

で，ASDHを除去する場合，速やかに手術を終え，

術後すぐに CTを施行し，既存の病変の悪化または

新たな病変の出現に備えなければならない。

ASDH治療において，手術方法以外の大きな問題

は，T & D typeの存在である 8）。本研究では，搬送

時意識が一桁で，初診後 3 時間以内に三桁となった

ものを T & D typeとした。230 例中 28 例，即ち，初

診時意識が一桁の患者の 12％が 3 時間以内に三桁へ

と急速に悪化する。自験例ではこのうち 20 例に外

科的手術が施されたが，死亡率 61％と高率であっ

た。この T & D typeの予後を改善するためには，脳

圧亢進期間を短くする，即ち，意識状態が悪化する

前に止血，減圧を行うということが求められる。事

実，昏睡に陥った ASDH患者に対して減圧が 2 時

間遅れれば GRとなる率は 1／2 となるという報告 9）

すらある。しかし，診察時既に意識状態が悪けれ

ば，患者年齢，社会的背景などの考慮のもと，速や

かに手術治療の方針が決まるが，初診時意識が JCS

一桁の場合，家族への説明もそこそこに緊急開頭術

を選択することは，現実的には困難である。また，

先に述べた如く減圧術そのものが新たな病変を引き

起こす可能性もある。実際，軽症の ASDHに対す

る予防的血腫除去術群は保存的治療群に比較して予

後を改善しないという報告 10）もある。そこで，眼前

の ASDH患者がこのごく短時間に深昏睡となる T

& D typeであるか否かを，最初の CT所見にて予見

できるかを検討したが，大脳半球間裂のみの ASDH

群では起こらないことがわかったものの，ASDHの

分布（片側か，両側か），AEDHの合併，脳挫傷の合

併，いずれも有意差を認めず，これまでの報告 6）同

様に T & D typeへの予見因子を見いだすことはで

きなかった。予見因子は T & D typeの患者群の救

命率, ひいては functional recovery率を上げるため

には必須であり，今後の重要な課題である。

T & D typeの手術方法であるが，対象患者群が均

一となったためか，手術方法で予後に有意な相関が

あることが判明した。迅速かつ大きく減圧すること

が予後にはよいと考えられるが，前述のように，超

急性期の減圧によって対側の AEDH，ASDHが出

現・悪化する可能性もあり，本研究での手術治療の

際にはあまり使用しなかったが，対側病変増悪また

は出現の有無を術中に超音波検査で調べることは有

意義であろう。尚，救命を試みるあまりに，不幸な

生存者を増やさないようにすることも，また，医療

者の努めであることを忘れてはなるまい。

最後に，たとえ軽症 ASDH患者が軽症のまま急

性期を経過しても，亜急性期の増悪，即ち亜急性硬

膜下血腫化と，慢性硬膜下血腫化には留意が必要で

ある。当研究では前者が 5.6％，後者が 6.5％とこれ

までの報告 1,4）と同様であった。特に前者は急激に

症状出現，不幸な転帰をとる場合がある 18）ので注意

神経外傷Vol.34 2011
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が必要である。

Ⅴ────────────── おわりに ─

自験 ASDH 469 症例の検討から，搬送時意識状

態と予後に相関関係があり，特に軽微な外傷で認め

られる大脳半球間裂にのみ ASDHが存在する群は，

他のタイプに比べ，予後良好であった。

ASDHに対する血腫除去後，対側 AEDHの増大・

出現を認めることがあるため，迅速に手術を終え，

迅速に術後 CTを行う必要がある。

T & D typeを予測する因子は認められなかった。

初診時，例え意識が良好でも ASDH症例にはすぐ

に手術をできる体制を整えておくことが大切であ

る。
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The patients of traumatic intracranial hemorrhage (TICH)
with preinjury antithrombotic therapy are difficult to treat
because of two conflicted factors.  We experienced two cases,
those clinical courses seemed to be unique and useful when
considering a management strategy for these patients.
Case 1: A 67 year-old woman suffered from severe head

injury by falling down from upstairs.  The patient's Glasgow
Coma Scale (GCS) score was 5 at transfer to our acute care
center.  Initial brain computed tomography (CT) scan demon-
strated left acute subdural hematoma, and she received emer-
gent decompressive craniectomy and evacuation of hematoma.
She also suffered from acute myocardial infarction (AMI) intra -
o peratively and received percutaneous coronary intervention
(PCI) immediately after craniotomy operation, and anti -
platelet therapy (APT), aspirin, was started.  Twenty-four hours
later, she presented anisocoric pupil (left > right) and brain CT
scan revealed growth of left temporal contusional hematoma
and impending uncal herniation, following emergent left
temporal lobe resection including contusional hematoma.
Additionally, she received 2nd PCI with BMS stent placement
and dual APT (aspirin + clipidogrel) was started six days after
head injury.  After that, she recovered with dual APT, having
no hemorrhagic and ischemic events. 
Case 2: A 76 year-old man was transfered from near hospital

to our center because of acute subdural hematoma in spite of
no apparent episode of head injury.  He had received anti -
coagulation therapy (ACT) for long periods and his PT-INR
was over 14 at transfer.  Conservative therapy with rapid injec-
tion of Vitamin K was performed, then, there was no enlarge-
ment of intracranial hematoma.  However, he presented left
hemiparesis two days later, and Magnetic Resonance Imaging
(MRI) demonstrated right temporo-occipital cortical infarction
and also right internal capsule infarction.  The mechanism of
this ischemic event was unclear, maybe not a cardiogenic
embolism, but poor control of ACT was considered to be one
of the causes of this infarction.
Intensive systemic management, especially strict control of

blood pressure within acute stage, at intensive care unit (ICU)
seemed to lead to good result in case 1.  Case 2 indicated that
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Ⅰ────────────── はじめに ─

高齢人口比率の上昇によって，多くの分野におい

て患者層の高齢化が進んで久しい。頭部外傷の領域

に関しても同様であり，それに伴ってあらゆる基礎

疾患を有する外傷患者も多くなってきた。外傷治療

を行う上で，最も厄介な病態の 1 つが，何らかの合

併（既往）症のために，受傷時既に出血性の素因を有

していることである。肝疾患や血液疾患，また腎不

全による人工透析中の患者の外傷などが，この疾患

群にあたるが，日常，脳神経外科医，または救急医

が最も多く経験するのは，心房細動，弁膜症等によ

る抗凝固治療（anticoagulation therapy: ACT），また

冠 動 脈 疾 患，脳 梗 塞 後 等による抗 血 小 板 治 療

（antiplatelet therapy: APT）下での頭部外傷であろ

う。ACT下では外傷性頭蓋内出血において死亡率

が高くなるとの報告は以前からあり 3,7），また，

APTに関しても，外傷の転帰悪化に APTが影響し

ている可能性が報告されている 7,8,9）。一方，休薬中

の虚血合併症も無視できず，例えば，内視鏡処置や

外科治療を行う際においては，近年の各ガイドライ

ンにては，他の状況が許せば抗血栓薬続行のままで

の処置が推奨されるようになってきている 4,10）。我々

の ACTおよび APT下の外傷性頭蓋内出血例の検討

においても，この症例群は血腫増大の危険が大きい

一方，休薬に伴う脳梗塞等の虚血合併症の頻度も有

意に高いことが示されている 5）。今回，ACTおよび

APTに関連した出血素因を有する外傷患者におい

て，その指摘治療方針を考える上で，示唆に富むと

思われた 2 症例を提示し，同疾患群の治療，管理に

関して考察を行った。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

症例 1：67 歳，女性。自宅階段での転落外傷であ

り，救急搬送時は意識レベル Glasgow Coma Scale

（GCS）score 5 であった。頭部単独外傷であり，CT

にて左急性硬膜下血腫を認め，緊急開頭血腫除去，

外減圧術施行した。術中から心電図異常あり，術直

後の心臓エコーにて壁運動の低下を認め，術中発症

の急性心筋梗塞（acute myocardial infarction: AMI）

の診断で，緊急で経皮的冠動脈形成術（Percutaneous

Coronary Intervention: PCI）施行，aspirinが開始さ

れた。受傷後 24hr. 経過（Day 1）で，瞳孔不同出現，

CTにて挫傷性血腫の拡大を認め，再開頭内減圧術

施行した。Day 6 には再度 PCIを行って BMSステ

ント留置，clopidogrelも開始となった。抗血小板剤

2 剤併用のもと，ICUにて集中管理を行い，以後，

頭蓋内血腫増大および虚血性イベントなく，Day 34

に頭蓋骨形成術施行，失語は残存も介助歩行可能と

なって，リハビリ目的で転院となった（Fig.1, Fig.2）。

症例 2：76 歳，男性。心房細動（Af）にて他院で

ACT施行。外傷の有無は定かでないが，歩行の不

安定症状あり，他院での CTにて右優位の，一部急

性と思われる硬膜下血腫を認め当院へ転院となっ

た。意識レベルはほぼ清明で大きな神経学的陽性所

見は認めなかった。転院前の PT-INR：14 台と著明

な延長を認めため，ビタミン K（Vit.K）剤での急速

リバースを行った上での保存的加療とした。PT-

INRは転院 1 時間後で 7.68，4 時間後には 2.29，翌

日（18 時間後）には 1.34 となり，CTにても血腫の増

大なく経過した。しかし，転院 2 日目頃から，CT

神経外傷Vol.34 2011

treatment of traumatic injury with poor control of ACT became
more difficult and complicated.  The important step in the
management of TICH with pre injury antithrombotic agents is
thought to be an exact evaluation and assessment of hemor-
rhagic and thrombotic factors.  Additionally, even though when
unexpected emergent event occur, for example hematoma
enlargement or cerebral ischemic event, prompt and reason-
able treatment, we think, will lead to better clinical outcomes.
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画像上は大きな変化なく意識状態も良好であった

が，左片麻痺が出現，血腫除去手術を考慮するも，

転院 3 日目の早朝に痙攣重責となって気管内挿管，

鎮静管理を行った。同日のMRIにて右側頭葉の静

脈性と思われる梗塞と，内包にも梗塞巣を認めた。

以後，保存的加療とリハビリも行うも，左麻痺を後

遺してリハビリ目的で転院となった（Fig.3）。

Ⅲ────────────── 考　　察 ─

症例 1 では，AMIの合併であり，開頭術直後か

ら aspirinの投与を余儀なくされ，翌日には挫傷性

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Shematic drawing of clinical course of Case 1.

A: First operation (evacuation of left subdural hematoma and left decompressive craniectomy)

B: Second operation (removal of left contusional hematoma and left temporal partial lobectomy)

C: Third opration (cranioplasty with her own bone flap)

a: First percutaneous coronary intervention (PCI) 

b: Second PCI (BMS stent placement)

Fig.2 Brain Computed Tomography (CT) scan image of Case 1.

A: Initial CT scan

B: CT scan 24 hours after first operation

C: CT scan after cranioplasty operation
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頭蓋内血腫の増大を認めて再開頭となった。抗血小

板剤の投与が影響したか否かは不明であるが，再開

頭術後は血腫の増大なく，また Day 6 以降は同薬剤

2 剤併用の下でも，頭蓋骨形成まで出血および虚血

イベントなく経過した。抗血小板剤投与下では，急

性期および慢性期においても，まず第一に血圧管理

が重要であるが，本例においても，経過の詳細は割

愛するが，急性期は気管内挿管，鎮静で，以後も引

き続き厳重な血圧管理を行い得たことが，良好な結

果につながったと思われる。集中管理を行う上で，

抗血栓薬投与の根拠が明確であれば，その riskと

benefitの評価と起こりえるイベントの危機管理も容

易になると考えられる。また，昨今は，重症外傷等

の多臓器の治療を要する患者は，各地域において救

急医療の充実した単一の大規模施設に集約して治療

する場合が多くなったが，当院も救命救急センター

併設で，重症頭部外傷患者の急性期管理は，多分野

に subspecialityを持つ複数の救急医と脳神経外科医

の共同での ICU管理を行っている。あらゆる全身

合併症に対して，即座に高いレベルで対応可能なシ

ステムであることも，良好な転帰をもたらす 1 つの

要因ではないかと考えられる。

症例 2 は，抗凝固療法のコントロール不良例であ

るが，まず問題は，かかりつけでのモニタリングが

全くなされていなかったことである。古くからの

Afの既往も，心臓に関してエコー検査すらも長年

施行されていなかった。著明な PT-INR 値の延長

は，Vit.K剤によるリバースにて迅速に是正され，

血腫の増大は認めなかったが，痙攣，静脈性梗塞な

どの虚血イベントを起してしまった。画像からは，

梗塞は心原性の塞栓ではなく，硬膜下血腫の圧迫に

よる単なる静脈還流の悪化が原因とも思われ，血腫

除去のタイミングを逸したとの反省はある。しか

し，抗凝固薬休薬による凝固能亢進状態“Rebound

神経外傷Vol.34 2011

Fig.3 Brain Computed Tomography (CT) scan image and brain Magnetic Resonance
Image (MRI) of Case 2.

A: Initial CT scan at the time of transfer

B: CT scan 2 days after initial CT examination

C: MRI 3 days after initial CT examination

C-1: Diffusion Weighted Image (DWI), C-2: MR angiography, C-3: MR venography
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hypercoagulability”1,12）という現象も言われており，

本症例でもMRA,  MRV画像では，大血管の閉塞，

狭窄は認めておらず（Fig.3），今回の梗塞発症の機序

は最終的にも明らかではないが，急激な凝固能の是

正が，リバウンド効果として血栓塞栓形成に影響を

与えた可能性も考えられる。

当施設での ACT，APT下での頭部外傷に対する

治療方針を示す。多臓器損傷含めて頭蓋内血腫を認

めれば，原則全例で抗血栓薬は中止。ACTに対し

ては PT-INRを指標にして，Vit.K剤でリバースを

はかり，他臓器の出血，損傷などで，さらなる凝固

因子減少が進行することが予想される場合や，緊急

の開頭術が必要な場合などは，早急に新鮮凍結血漿

（FFP）などの血液製剤の投与も行う。APT下に対し

ての血小板輸血は原則行わない。他臓器損傷，特に

腹腔内損傷，出血の疑いの際は，造影 CTによる精

査が行われるが，その際に状況が許せば頭部の CT

Angioも施行して頭蓋内外の血管を確認，外傷性の

血管損傷のチェックとともに，虚血リスクの評価を

行っておく。心臓エコーも可及的に施行する。詳細

な家族からの本人の既往歴などの聴取，抗血栓剤の

服用に関する情報の収集は極めて重要と考え，緊急

検査，治療遂行と平行して迅速に行う。抗血栓薬の

再開に関しては，他臓器に関して必要な外科治療の

規模，時期も律速段階になるが，血圧を中心とした

全身状態，凝固線溶系など含めた血液データ，頭蓋

内血腫の画像所見の推移などを参考に再開時期を考

慮する。また頸動脈や頭蓋内主幹動脈の高度狭窄症

例とか，複数回の脳梗塞や冠動脈疾患，その他四肢

を含めての血栓塞栓症の既往を有する例など，休薬

に伴う虚血疾患発症のリスクが高いと判断された場

合は可及的に早期の再開をめざす。

頭部外傷の病態は多因子的であり，特に重症であ

る場合ほど，凝固線溶系障害や DICの合併 13）も高

頻度であるとされ，加えて ACT，APTの下の外傷

であれば，出血，凝固，線溶系に関与する因子，病

態は極めて複雑となっていることが予想される。し

たがって，このような病態の中で，外傷性の血腫の

増大を防止するのは，現実的に困難ではある状況も

多いと思われる。一方，虚血イベントに関しては，

例えば外傷後脳梗塞については，抗血栓治療の有無

にかかわらずかなりの確率で発症するとの報告も

あり 6,11,13），虚血合併症の発症も致し方ない症例も

あると思われる。治療，管理を行う上で，行い得る

ことは現実的には限られていると思われるが，重要

なのは，厳重な全身管理のもと，外傷に伴う病態を

十分に把握して，一次的および二次的な出血性素因

を迅速，的確に評価，対処するとともに，年齢，既

往症，画像，血液データの推移などから，全身の虚

血リスクの評価もできる限り早期に行い，その結果

によっては，代替治療や抗血栓薬の早期の再開を考

慮することも必要と思われる。主に内視鏡処置や外

科治療時ではあるが，抗血栓薬を休止する際の，原

疾患のリスクの分類と対処法の指標を，施設として

作成，明文化し，基本原則として遵守している施設

もあり 2），外傷時にもこのような指標が有用になる

かもしれない。最後になるが，最善の治療にもかか

わらず，血腫の増大や，虚血性イベントの発生など

で患者の病態が悪化した状況で，いかに迅速に適切

な対応ができるかが，転帰不良例を最小限にとどめ

るために必須であると考える。

Ⅳ ────────────── おわりに─

1） 抗血栓薬の外傷急性期の中止と出血凝固関連因

子の適切な補正がまずは必須であるが，血圧を

主体とした厳重な全身管理，および，外傷に起

因する凝固線容系異常も考慮した出血性素因の

管理が重要である。

2） 抗血栓治療の根拠，必要性の度合いを明確にし

て，症例によっては早期に頭蓋内血管や心臓，

血管エコーなどの画像診断も行い，虚血リスク

の評価を行うことが重要である。

3） 血腫の増大や，虚血性イベントが発生した場合

の適切，迅速な対処が重要である。

4） 安易な抗血栓治療，コントロール不良は，厳に

神経外傷Vol.34 2011
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慎み，一般内科への啓蒙も重要である。
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Traumatic acute subdural hematoma in
patients undergoing intermittent renal
hemodialysis : Vulnerability of dialytic

brain and the mechanisms of
head injury
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TAKUO HASHIMOTO

Department of Neurosurgery, St. Marianna University School of Medicine

Objective. To investigate the cause of poor prognosis of
traumat ic acute subdural hematoma in patients undergoing
renal hemodialysis we reviewed our own cases at our institu-
tion.
Materials and methods. From 2001 to 2010 we experienced six

patients with traumatic acute subdural hematoma on renal
hemodialysis.  Five were male, 1 female.  The average age of
injury was 65 years old.  The mechanisms of injury, the use of
antiplatelets and/or anticoagulants, outcomes and duration of
dialysis were retrospectively analyzed.
Results. The mechanisms of injury included fall on the same

level due to faintness immediately after hemodialysis in five
patients, fall down the stairs in 1 patient.  All of these patients
received antiplatelets.  No patient received anticoagulants.  A
mean score of Glasgow Coma Scale on admission was 5.6.
Craniective decompression, evacuation of hematoma, place-
ment of external ventricular drainage and intracranial pres-
sure monitoring and normothermia were carried out on acute
stage.  Outcomes at discharge were severely disabled in two
cases, persistent vegetative status in 2 and dead in 2.  Duration
of dialysis was less than one year in four cases, three years in 1
and thirteen years in 1.
Conclusions. Traumatic acute subdural hematoma in patients

undergoing intermittent renal hemodialysis appeared to occur
at early phase after hemodialysis initiated.  Faintness might be
the major cause of head trauma while severe high energy
trauma is quite rare.  Vulnerability of brain on dialytic patient
against head trauma and common use of pre-injury anti -
platelets and/or anticoagulants therapy are thought to be
responsible for poor prognosis.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

腎透析患者においては，透析脳の脆弱性に加え 1,2,

4,8），基礎疾患に対する抗血小板薬，抗凝固薬の使用

が日常的に行われている 3,6,7,11）。そのため非透析患

者に比較し，同程度の外傷であっても予後不良であ

ることが多い 3,6）。今回，当施設における腎透析患

者の外傷性急性硬膜下血腫について，透析脳の病態

神経外傷Vol.34 2011
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生理および脆弱性について文献的考察を加え検討し

たので報告する。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

2001 年から 2010 年までに経験した腎透析患者の

外傷性急性硬膜下血腫 6 例を対象とした。これは同

時期に経験した外傷性急性硬膜下血腫全 293 例の約

2％を占めた。当院は 3 次救命救急センターを有す

るため，その性格上軽症例の来院は少なく，検討期

間中の対象例は全て手術例であった。CT（computed

tomography）では，4 例は純粋な急性硬膜下血腫で

あった。他の 1 例に外傷性くも膜下出血を，もう 1

例に外傷性くも膜下出血および脳挫傷を認めた。但

し，病態の主体は厚さ 2 cm以上の急性硬膜下血腫

であり，これにより著しい正中偏移を伴い外科的

除去を行ったものを対象とした。初診時の GCS

（Glasgow coma scale）は平均 5.6 点であった。打撲

部位と硬膜下血腫の存在側の関係は全例が同側すな

わち直撃損傷（coup injury）であった。急性期治療の

基本は，外減圧，血腫除去，脳室ドレナージ，脳圧

モニター設置，常温管理とした。これら 6 例の受傷

機転，抗血小板薬あるいは抗凝固薬使用の有無，転

帰，外傷までの透析期間を検討した。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─
（Table 1）

1． 患者特性：男性 5 例，女性 1 例，年齢 52 〜 84

歳（平均 65 歳）であった。透析の原因疾患とし

ては，糖尿病が 4 例と最多で多発性嚢胞腎と糸

球体腎炎が各 1 例であった。

2． 受傷機転： 6 例全例が透析後，帰宅してから出

現した浮動感により転倒し頭部打撲を受傷し

た。内 1 例は階段昇降中であったためそのまま

転落した。

3． 抗血小板薬あるいは抗凝固薬使用の有無： 6 例

全例に抗血小板薬の使用を認めた。内訳はアス

ピリンが 5 例，プロピドグレルとシロスタゾー

ルの併用が 1 例であった。抗凝固薬の使用例は

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 Summary of renal dialytic patients with traumatic acute subdural hematoma

Number
of case

Age
(years) Sex GCS on

admission
Cause of

head injury

Indication
for

dialysis

Duration
of

dialysis
Surgery Antiplatelets Indication for

antiplatelets
GOS at

discharge

1 62 M 4 Fall�at�the
same�level DM 1 month ＋ Aspirin Cerebral

infarction SD

2 67 M 7 Fall�at�the
same�level DM 3 months ＋ Clopidogrel

Cilostazol
Myocardial
infarction PVS

3 52 M 3 Fall�down
stairs DM 6 months ＋ Aspirin Cerebral

infarction D

4 84 F 11 Fall�at�the
same�level DM 11 momths Burr

hole Aspirin Atrial
fibrillation SD

5 58 M 5 Fall�at�the
same�level Glomerulonephritis 3 years ＋ Aspirin Cerebral

infarction PVS

6 71 M 5 Fall�at�the
same�level Polycystic�kidney 13 years ＋ Aspirin Cerebral

infarction D

M: Male, F: Female, GCS: Glasgow coma scale, DM: Diabetes mellitu, + : Decompressive craniectomy; Evacuation of subdur-
al hematoma; Intracranial pressure monitoring; External ventricular drainage, GOS: Glasgow outcome scale, SD: Severely
disabled, PVS: Persistent vegetative status, D: Dead
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なかった。抗血小板薬使用の理由は，脳梗塞の

既往が 4 例，心筋梗塞の既往，心房細動が各 1

例ずつであった。

4． 外傷までの透析期間：透析導入から外傷までの

期間は，4 例が 1 年以内（1ヵ月，3ヵ月，6ヵ月，

11ヵ月，各 1 例），3 年が 1 例，13 年が 1 例で

あった。導入後早期に受傷しているものが多

かった。

5． 退院時転帰：GOS（Glasgow outcome scale）で

SD（severely disabled）が 2 例，PVS（persistent

vegetative status）が 2 例，D（dead）が 2 例で

あった。自宅退院できた症例はなかった。

Ⅳ────────────── 代表的症例─

〔 症例 2 ： 67 歳，男性 〕

既往歴：糖尿病性腎症にて 3 ヵ月前より透析開始。

3 年前心筋梗塞。1 日クロピドグレル 75 mg，シロ

スタゾ－ル 200 mg内服中。

現病歴・経過：他院にて透析終了後も浮動感が消

失せず，自宅で転倒し左側頭部打撲。直後より昏睡

状態。当院来院時 GCS E1V1M5 左に大きい瞳孔不

同を認めた。CT上，左急性硬膜下血腫を認め（Fig.1-

a），直ちに開頭減圧術施行。頭皮よりの止血に難渋

し，術後 CTにおいても頭皮下血腫の貯留を認める

（Fig.1-b）。術後管理は血圧の変動が激しく，間歇的

血液透析移行までに時間を要したが，最終的に PVS

で転院した。

〔 症例 3 ： 52 歳，男性 〕

既往歴：糖尿病性腎症にて 6 ヵ月前より透析開始。

2 年前脳梗塞。1 日バイアスピリン 100 mg内服中。

現病歴・経過：他院にて透析終了後も浮動感が消

失せず，自宅の階段から転落し頭部打撲。直後より

昏睡状態。当院来院時，左側頭部に大きな皮下血腫

が見られ，GCS E1V1M5 左に大きい瞳孔不同を認

めた。CT上，左急性硬膜下血腫，くも膜下出血お

よび右前側頭葉に脳挫傷を認め（Fig.2-a），直ちに開

頭減圧術施行。術翌日の CT（Fig.2-b）では，右前側

頭葉脳挫傷の増大，左後頭葉に脳梗塞の出現が見ら

れ，頭蓋内圧は 40 mmHgを超えた。最終的に多臓

器不全で外傷後 14 日で死亡した。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Case 2

(a) CT scan on admission revealing left acute subdural hematoma with marked midline shift.

(b) CT immediately after surgery revealing left subcutaneous hematoma.

(a) (b)



148

Ⅴ────────────── 考　　察 ─

（1）透析患者と（非）外傷性急性硬膜下血腫の報告

我々が渉猟し得た限りでは，透析患者における外

傷性急性硬膜下血腫を検討した報告は見当たらな

かった。一方，透析患者の非外傷性急性硬膜下血腫

の検討においては，抗血小板薬・抗凝固薬使用例で

発症率が高く 12），死亡率は 85％以上 5）と報告され

る。外傷例・非外傷例共に受傷（発症）すれば予後は

極めて不良なことに相違なく，以下にその不良因子

について考察を加える。

（2）透析脳の外傷に対する脆弱性

1）糖尿病

糖尿病性腎症による慢性腎不全は増加傾向にあ

り，本邦では透析患者の原疾患としては糖尿病が最

多である 8）。糖尿病性腎症による透析患者の特徴

は，自律神経失調が著明で，透析中・後に容易に血

圧低下を起こしやすいことである。本検討において

は 6 例中 4 例に糖尿病を認め，4 例とも透析後の浮

動感から意識消失を起こし頭部打撲を受傷した。自

律神経機能の障害から血圧低下，引き続いて脳灌流

圧の低下が生じ，意識障害から頭部打撲を受傷する

機会が多いと推測する。

2）腎透析性アミロイド―シス

β2ミクログロブリン（分子量 11,800）は通常は尿を

介して対外に排泄される 4）。しかし透析では排除さ

れないため，体内にアミロイドの沈着が生じる。余

剰のアミロイドは主に骨，滑膜，靭帯等に沈着する

が，大脳や脳表の中・小血管にも付着することが知

られ，大脳アミロイド血管症と同様の病態を形成す

る 1）。硬膜下血腫の主たる原因となる架橋静脈にア

ミロイドが沈着するかは不明だが，症例 3 の打撲側

対側の脳挫傷の増大のように少なくともアミロイド

脳は外傷性の shear stressには脆弱と予想される。

3）高カルシウム血症

腎機能障害により糸球体濾過量が減少し，腎臓か

らのリン排泄量が低下すると，血中リン濃度が上昇

する。これによりリン排泄促進作用のある副甲状腺

神経外傷Vol.34 2011

Fig.2 Case 3

(a) CT scan on admission revealing left acute subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage at the left sylvian fissure and
brain contusion at the right frontotemporal lobes.

(b) CT obtained 24 hours after traumatic head injury revealing progression of right brain contusion and development of cerebral
infarction at the left occipital lobe.

(a) (b)
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ホルモンが過剰に分泌される 10）。PTHは破骨作用

と造骨作用を有し，骨吸収（カルシウムが骨から溶

け出る）が促進され高カルシウム血症となる 2）。余

剰のカルシウムは大脳の中・小血管に付着し，動脈

硬化性変化を助長し，脳軟化が進行する。

（3）基礎疾患に対する抗血小板薬・抗凝固薬の
使用

既述したように透析患者の最多基礎疾患は糖尿病

であり，高カルシウム血症と共に動脈硬化の危険因

子となりえる。虚血性脳血管障害の危険因子でもあ

り，予防的に抗血小板薬或いは抗凝固薬を服用して

いる症例が多い。透析患者ではなくとも，外傷前に

既にこれらの薬剤を服用している場合，非服用者に

比較し同程度の外傷であっても 4 倍から 5 倍死亡率

が高いという報告がある 7）。特に外傷性脳内血腫は

経時的に増大しやすいことが知られ 3,6），本検討に

おいても，脳挫傷を伴った 1 例はその後に脳内血腫

に発展しており，予後に大きく影響した。

（4）透析患者の外傷性急性硬膜下血腫の受傷機転

透析導入後より急性硬膜下血腫発症までの期間に

関しては，6 例中 4 例が 3 年以内と比較的早期に発

症することが多かった。また受傷機転に関しては，

自宅での浮動感による転倒など軽微な頭部外傷によ

るものが最多であった。透析患者は日々の食事・運

動制限のため，過度な運動や高所での作業，自ら二

輪車を運転する行為などを控える場合が多く，高エ

ネルギー外傷が少ない理由と思われる。また慢性腎

不全患者では，老廃物が蓄積されているにもかかわ

らず，それなりに体内での平衡が保たれている。そ

こに透析療法が導入され，急激に体内から老廃物が

除去される結果，血液・脳の浸透圧差が生じ，脳浮

腫が出現しやすいといわれる。これは不均衡症候

群 9）と呼ばれ，特に透析導入初期に出現することが

多い。不均衡症候群による症状は，頭痛，嘔気，め

まいなどであり，先に述べた糖尿病性腎症に付随す

る一過性低血圧等と相まって透析後の浮動感が引き

起こされ易いと推測される。透析経験の比較的長い

患者の場合，安静臥床により自己対処を行うが，短

い患者の場合この様な対処がうまく行えず，より転

倒する機会が多いのではないかと思われる。

Ⅵ────────────── おわりに ─

自験例における腎透析患者の外傷性急性硬膜下血

腫を透析脳の脆弱性について文献的考察を加え報告

した。対象が少ないため統計的な処理は行えなかっ

たが，受傷原因としては，全例軽微な頭部外傷が機

転となっており coup injuryが主体であった。にも

かかわらず発症すれば血圧の急激な変動，抗血栓薬

による止血機能の低下などにより予後不良であっ

た。その意味で導入後まだ日が浅い患者に関して

は，透析後の自宅安静の指示を透析医に啓蒙するこ

とも重要と思われた。
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Acute aggravation of acute subdural
hemattoma in sub-acute phase

SHOGO OGITA, KUNIHIKO UMEZAWA, TETSURO TAKEGAMI

SATOSHI KIMURA

Department of Neurosurgery, Kyoto First Red Cross Hospital

With increasingly frequent use of CT scanning in less severely
head injured conscious patients, the demonstration of minimal
“asymptomatic” acute subdural hematoma (ASDH) is becom-
ing an increasingly frequent finding, and this sometimes pres-
ents the neurosurgeon with a difficult management decision.
We have studied about the pathogenesis of the mild ASDH
through three patients who demonstrate relatively few neuro-
logical abnormalities with ASDH on admission.  All patients
were managed conservatively in the first instance, but rapid
deterioration emerged in sub-acute phase after injuries.  They
required operation for their residual and/or enlarged ASDH
and the midline shift in emergency though the craniotomy or
the burr-hole surgery.  The outcome was uniformly excellent
for all patients.  On the basis of this study, we recommend
that the attention against the rapid deterioration in sub-acute
phase after the head injury should be paid continuously for
the initially conscious patients with minimal ASDH.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

急性硬膜下血腫（ASDH）は，50〜60％が死亡もし

くは重篤な障害が後遺する 14）とされ，外傷による疾

患群の中で予後が最も不良であることが知られてい

る。しかし，近年 CTの爆発的普及と一般受診者の

頭部外傷への関心増加に伴って，意識清明で麻痺の

ない軽症外傷患者で，念のためにと施行した CTに

て ASDH を認める case が増えている。今回我々

は，初診時，意識はほぼ清明で神経学的に安定して

いたにもかかわらず，亜急性期になり，急激に意識

障害または片麻痺が出現した，特異な経過を示した

ASDHの 3 症例を経験した。軽症 ASDHに対する

治療方針に関して，これらの症例に基づいて文献的

考察を含めて検討したので報告する。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

〔 患者 1 ： 70 歳，男性 〕

主　訴：自覚症状のない異常行動

既往歴：脳梗塞にて抗血小板剤内服中

現病歴：外出先で歩行中につまずき後頭部を打

撲，受傷 2 日後に異常行動が出現し，同居家族依頼

による救急搬送となった。

来院時所見：意識状態は Japan Coma Scale（JCS）

神経外傷Vol.34 2011
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で 2，Glasgow Coma Scale（GCS）で E4V4M6 の 14

であった。麻痺は認められなかった。CT（Fig.1-a）

にて右大脳半球および，大脳半球間裂に薄い ASDH

を認めた。

入院後経過：状態が安定していたため保存的加療

とした。受傷 11 日目には CT（Fig.1-b）で ASDHは

残存しているものの，意識状態はほぼ清明，神経学

的にも異常を認めず，本人および家族の強い希望の

ため自宅退院とした。しかし，退院 2 日目（受傷 13

日目），意識レベルの低下は認めないものの左不全

片麻痺が出現，再度救急搬送となった。CT（Fig.1-c）

にて ASDHは low densityとなり，わずかに増量し

ており，更に右大脳半球全体が浮腫状となり，

midline shiftが出現していた。症状出現は脳浮腫の

影響によるものと考え，浸透圧利尿剤の投与を開始

し保存的加療を継続した。ところが受傷 16 日目に

全身痙攣が出現，難治性で重積状態へと移行し，画

像上（Fig.1-d）もmidline shiftの増悪を認めたため穿

頭血腫除去術（two-burr hole operation）を施行した

（Fig.1-e）。術後痙攣は消失，再発なく，その後緩や

かに意識状態改善，リハビリテーションにて麻痺も

改善した。尚，手術時の観察では硬膜下に血腫外膜

を認めた。穿頭手術のため出血源に関してははっき

りしなかった。受傷 46 日目に CT（Fig.1-f）にて硬膜

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Serial CT scans of case 1.

a: CT scan on admission (2 days from injury), showing a minimal acute subdural
hematoma (ASDH) in the right fronto-temporal region and interhemispheric
fissure without midline shift.

b: CT scan on 11 days from injury, showing the slightly enlargement of the
hematoma without midline shift.

c: CT scan on 13 days from injury, showing the slightly enlargement of the
hematoma, associated with its liquefaction and change from hyper- to iso- and
hypo-density with midline shift.

d: CT scan on 16 days from injury just after convulsion, showing the sever
midline shift without significant enlargement of hematoma volume.

e: Post-operative CT scan on 16 days from injury, showing the evacuation of
ASDH and reduction of mass effect.

f : CT scan on 46 days from injury, showing the disappearance of hematoma
and the cerebral edema.
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下血腫のほぼ消失および脳浮腫の消失を確認，やや

歩行が不安定であったため，リハビリ転院となっ

た。

〔 症例 2 ： 74 歳，男性 〕

主　訴：健忘

既往歴：慢性心房細動（ワーファリン内服中）

現病歴：飲酒後屋外歩行中に転倒し受傷，頭部挫

創からの出血を認め救急搬送となった。

来 院 時 所 見 ： 意 識 状 態は JCS で 2，GCS で

E4V4M6 の 14 であった。麻痺は認められなかった。

CTにて左側頭葉に ASDHを認め（Fig.2-a），採血で

INR 3.9 と著明な延長を認めたためビタミン Kを投

与した。

入院後経過：搬送 3 時間後のフォロー CTにて血

腫の軽度増大を認めたが（Fig.2-b），意識障害の悪化

や麻痺の出現は認めなかったため，保存的加療を

行った。その後血腫は微増を認めたが，神経学的に

は変化なく安定していた。しかし，受傷 6 日目に痙

攣重積状態となった。CT（Fig.2-c）では明らかな血腫

増大やmidline shiftの出現はなかった。血腫の側頭

葉圧迫による症候性てんかんと考え，緊急開頭血腫

除去術を施行した（Fig.2-d）。手術時の観察では血腫

外膜ははっきりせず，出血源は上矢状静脈洞に合流

する架橋静脈であった。術後，痙攣は再発せず，失

語および右上下肢不全麻痺が後遺したがリハビリ

テーションにて徐々に改善した。受傷 46 日目の CT

（Fig.2-e）ではわずかに low densityの硬膜下血腫が
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Fig.2 Serial CT scans of case 2.

a: CT scan on admission, showing a minimal acute subdural hematoma
(ASDH) in the left temporal region. 

b: CT scan on 3 hours later from admission, showing the enlargement of the
hematoma in the right fronto-temporal region.

c: CT scan on 6 days from injury just after convulsion, showing the slight
midline shift without significant enlargement of hematoma volume .

d: Post-operative CT scan on 6 days from injury, showing the evacuation of
ASDH and disappearance of midline shift.

e: CT scan on 46 days from injury, showing the nearly disappearance of
hematoma.
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前頭部に残存していたが，脳溝の描出は良好で明ら

かな麻痺はなかった。歩行がやや不安定であったた

め，リハビリ転院となった。

〔 症例 3 ： 53 歳，女性 〕

主　訴：頭痛

既往歴：アルコール性肝硬変

現病歴：多量飲酒後に自宅で転倒し頭部打撲。受

傷 3 日後に嘔吐が頻回に出現するため救急搬送と

なった。

身体所見：意識状態は JCSで 1，GCSで E4V5M6

の 15 であった。麻痺は認められなかった。CT（Fig.3-

a）にて左大脳半球に ASDHを認め，左大脳半球の脳

溝描出は不良であったがmidline shiftはなかった。

入院後経過：神経学的に安定していたが，症例 1・

2 の教訓を生かし，いつでも緊急手術を行える体制

を整え，家族にも亜急性期に外科的治療が必要にな

る可能性を説明した後，保存的加療を開始した。そ

の後血腫は微増を示したものの，意識レベルの悪化

や麻痺の出現は認めなかった。ところが，入院 7 日

目（受傷 11 日目）に突如 JCS 20 となり瞳孔不同が出

現，CT（Fig.3-b）にて血腫の明らかな増大および

midline shiftの出現を認めたため，緊急開頭血腫除

去術を施行した（Fig.3-c）。手術時の観察では硬膜下

に不完全ではあるが血腫外膜を認め，出血源は脳表

の皮質細動脈であった。術後，意識障害は緩やかに

改善，失語および右上下肢不全麻痺が後遺したが，

リハビリテーションにて改善した。受傷 32 日目の

CT（Fig.3-d）でわずかに硬膜下血腫の残存および術

後硬膜外血腫を認めたが，神経学的には異常所見を

認めず，独歩自宅退院となった。

Ⅲ────────────── 考　　察 ─

ASDHは頭部外傷に伴う疾患の中で最も重症と知

られており，救急搬送後直ちに血腫除去，外減圧等

を施行すべきと考えられている。しかし，重症例に

対しては，緊急手術の是非および結果が多く検討さ

れてはいる 3,7,13）が，近年 CTの普及と相まって遭遇

する機会が増えた軽症の ASDHに対する治療方針

は殆ど検討されていない。我々は，GCS = 14〜15

点とごく軽症である ASDH患者において亜急性期

から慢性期にかけて症状が急激に悪化するという特

異な経過を示した 3 症例を経験した。これらの症例

を通じて軽症 ASDHに対する治療方針およびその

病態について考察した。

211 例の ASDHの検討によれば，全体の約 35％

が軽症故に保存的に治療されたとしている 3）。一般

に重症 ASDHの手術適応についてはよく検討され，

CT上midline shiftが 5 mm以上は緊急手術の適応

神経外傷Vol.34 2011

Fig.3 Serial CT scans of case 3.

a: CT scan on admission (3 days from injury), showing the
acute subdural hematoma (ASDH) in the left fronto-temporal
region. 

b: CT scan on 7 days from admission (at the sudden deterio-
ration of the consciousness state), showing the enlargement
of the hematoma associated with its liquefaction and change
from hyper- to iso- and hypo-density with severe midline
shift.

c: Post-operative CT scan on 11 days from injury, showing
the evacuation of ASDH and the improvement of midline
shift. 

d: CT scan on 32 days from injury, showing the disappear-
ance of hematoma.
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である 7）とか，midline shiftが 20 mmの場合，また

は ASDHの最大厚 18 mmの場合，救命率は 50％と

いう詳細な報告 14）がある。

一方で軽症の ASDHに関してのまとまった報告

は少ない 2,6,8）。軽症 ASDHを 23 例保存的に治療し

た報告では，17 例はそのまま保存的に治癒したが，

26％にあたる 6 例が平均 15 日目に症状悪化，また

は症状出現のため，one-burr hole operationにて血

腫除去術を受けている 8）。それによると，ASDHは

平均 16 日程度で CT上 highから iso-low densityへ

と変化し，この CT上の density変化に応じて血腫

体積の増大が認められ，症状が増悪することがある

としている。この体積増加のメカニズムは，外傷時

に損傷した血腫下のくも膜が血腫吸収期に再び開口

し硬膜下腔に髄液が流入するためとされている 4,10）。

本症例 3 がまさにこのタイプであると考えられる。

しかし，このメカニズム以外でも亜急性期に症状が

出現しうるとされている。例えば，本症例 2 のよう

に元々血腫が比較的多いタイプでは，血腫下の皮質

細動脈の spasm 12），圧迫部位の代謝障害 5），血腫か

らの活性物質放出 9）などが急性増悪の要因と考えら

れている。また，症例 1 のように血腫が比較的少量

のタイプでも，血腫内膜形成による細動脈の spasm

の惹起と内膜からの neurotoxicな物質の分泌による

脳実質の潅流障害 1）により脳浮腫が惹起され，

midline shiftの出現，急性増悪が起こりうると考え

られる。尚，この内膜形成が症状出現の原因であれ

ば，この場合，穿頭血腫除去術ではなく，内膜を除

去できる開頭血腫除去術を選択すべきであったと思

われる。しかし，実際の臨床上，術前画像検査にて

内膜の描出は困難であり，かつ簡便に実施可能な穿

頭血腫除去術での改善効果も認められることから，

手術方法の是非に関しては，今後の検討課題であ

る。

このように，軽症 ASDHでは亜急性期から慢性

期にかけて急激に症状が出現してくる場合がある

が，受傷早期における亜急性期の増悪を予見する因

子は見いだされていない。重症 ASDHにおいてな

されてきた経時的脳血流（CBF）の検討 11）が，軽症

ASDHにおいても，亜急性期増悪に対する予見因子

となる可能性があり，今後の重大な検討項目であろ

う。現時点では，亜急性期の増悪における要因・病

態はいくつかのサブタイプが存在するとしかいえな

いが，どのタイプであったしても，亜急性期に急速

に症状の増悪を認めている以上，緊急手術を行える

ような体制を確保すべく，血腫の消退を確認するま

では継続的で密な診察・厳重な管理と，保存的加療

開始時の亜急性期に起こりうる事態に関する家族へ

の十分な説明が必要である。

Ⅳ ────────────── おわりに─

受傷時症状の軽微な急性硬膜下血腫の症例におい

て，亜急性期期に症状が急激に出現することがある

ことを 3 例の症例で報告した。

症状出現のメカニズムにはいくつかのサブタイプ

があるものと考えられ，手術のタイミングを失しな

いように，ASDH症例は軽症でも慢性期まで厳重な

監視が必要である。
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Effectiveness of Kampo medicine Sairei-tou
for subacute subdural hematomas:

A study of 3 cases

SHU HASEGAWA, JUN MATSUMOTO, SHIGEYUKI NISHIKAWA

MAREINA KUDO, MASAKI MIURA

Department of Neurosurgery, Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

In general, subacute subdural hematomas are treated surgi-
cally.  However, patients who do not show any symptoms are
often treated conservatively, despite of the lack of effective
medicine.  Sairei-tou, a Kampo medicine, promotes endoge-
nous steroid secretion and is considered to have diuretic and
anti-inflammatory actions.  Recently, the effect of Sairei-tou in
reduction of chronic subdural hematomas was reported.
Because of similarities in the growing mechanisms of chronic
subdural hematomas and subacute subdural hematomas, we
considered the effect of Sairei-tou in reducing subacute sub -
dural hematomas. 
We observed reduction in hematomas in 3 patients with

asymptomatic or symptomatic subacute subdural hematomas
who were administered Sairei-tou.  Therefore, Sairei-tou could
be considered as a medication for reducing subacute subdural
hematomas.

157

原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

柴苓湯は利水作用，抗炎症作用，内因性ステロイ

ド分泌促進作用を有しているとされ，慢性硬膜下血

腫に対して有効性があるとの報告がある 9）。亜急性

硬膜下血腫と慢性硬膜下血腫の血腫増大機序には共

通点があり 6,23），柴苓湯による血腫の縮小効果があ

るのではないかと考え投与を行った。

Ⅱ─────────────── 対 象─

治療開始時（亜急性期）の頭部 CTで，硬膜下血腫

が増大しMass effectを呈してきたものを亜急性硬

膜下血腫と診断した症例のうち，症状があり外科的

治療の適応と判断した症例に対しては，穿頭ドレ

ナージ術を行った。本研究では，外科的治療の適応

のない無症状または軽症な症例，出血傾向や全身状

態が不良な患者で，保存的に経過をみると判断した

3 症例を対象とした。患者とその家族に，効果や副

神経外傷Vol.34 2011
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作用の発現頻度に関して不明であることの同意を得

て，患者の証に関係なくツムラ柴苓湯エキス顆粒

6.0 g／日を投与した。投与後に神経症状や画像の評

価を行い，血腫の縮小もしくは消失した時点で柴苓

湯の投与は中止した。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

症例 1：アルコール性肝硬変の 54 歳，男性。某日

転倒して頭部を受傷した。神経学的に異常は認めな

かったが，頭部 CTで厚さ 12 mmの右急性硬膜下

血腫を認めた（Fig.1-A）。採血結果で血小板 2.0 万／

µl，アンモニア 310 µg/dlと肝不全の状態であり，症

状がなかったため保存的に加療を行った。受傷後 14

日目の経過の頭部 CTで厚さ 16 mmの亜急性硬膜

下血腫に変化していた（Fig.1-B）。無症状であった

が，脳実質への圧迫所見があったため，柴苓湯の内

服を開始した。無症状で経過し，受傷後 34 日，柴

苓湯内服後 21 日で血腫は縮小した（Fig.1-C）。

症例 2：既往のない 66 歳，女性。某日転倒して頭

部を受傷した。神経学的に問題なく，頭部 CTで厚

さ 5 mmの左急性硬膜下血腫を認めた（Fig.2-A）。血

腫は薄く，神経症状がなかったため経過観察とし

た。受傷後 26 日の経過の頭部 CTで亜急性硬膜下

血腫（厚さ 17 mm）に変化していた（Fig.2-B）。無症

状であったが，脳実質への圧迫所見があったため，

柴苓湯の内服を開始した。受傷後 40 日，柴苓湯内

服 14 日の頭部 CTでは，血腫は縮小したが，Density

の上昇がみられ，慢性硬膜下血腫に移行するのでは

ないかと危惧した（Fig.2-C）。しかしながら，慢性硬

膜下血腫に移行することなく，受傷後 89 日，柴苓

湯内服後 63 日で血腫は消失した（Fig.2-D）。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Case 1: (A) CT on admission showed right subdural hematoma without midline shift.  (B) CT on the 14th
hospital day showed expanded subdural hematoma with brain compression.  After radiological study, Sairei-tou
was given to patient.  (C) CT on the 34th day hospital day revealed reduced hematoma without brain compression.

Fig.2 Case 2: (A) CT on admission showed thin left subdural hematoma without midline shift.  (B) CT on the 26
day after head trauma showed expanded subdural hematoma with brain compression.  After then, Sairei-tou was
given to patient.  (C) CT on the 40 day after head trauma revealed decrease of hematoma with high density area.
(D) CT on the 63 day after taking medicine revealed disappeared hematoma.



159

症例 3：人工弁術後の 27 歳，女性。人工弁術 3 日

前のMRIでは硬膜下血腫を含めて特に異常は認め

なかった（Fig.3-A）。術後 13 日に頭痛と左半身麻痺

が出現したため，頭部 CTを施行したところ，厚さ

14 mmの右亜急性硬膜下血腫を認めた（Fig.3-B）。頭

部MRIでは梗塞巣を含め麻痺の原因となる異常所

見はなく，この血腫によって神経症状が出現してい

ると判断した（Fig.3-C, D）。穿頭ドレナージ術を考慮

したが，人工弁術後で抗凝固療法を中止できる状態

でなかったため，手術はせず柴苓湯の内服で経過を

みることとした。柴苓湯内服後 5 日で頭痛や麻痺は

改善し，内服後 13 日で血腫は消失した（Fig.3-E）。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

亜急性硬膜下血腫の成因を踏まえ，柴苓湯による

治療効果があるのではないかと考え投与を行った。

症例は少ないが，非手術適応の亜急性硬膜下血腫に

対して，柴苓湯の治療効果があったと考えられた症

例を経験した。

急性硬膜下血腫には，以下の 5 つのタイプがある

と考えられている 5）。一つめは急性期に増大して臨

床症状が悪化するタイプ，二つめは急性期に急速自

然消失するタイプ，三つめは緩徐に消失するタイ

プ，四つめは亜急性期にMass effectを持って神経

症状を呈するタイプ（亜急性硬膜下血腫），五つめは

慢性期にMass effectを持って神経症状を呈するタ

イプ（慢性硬膜下血腫）である。よって，急性硬膜下

血腫は経時的に血腫が変化することがあるため，そ

の後の経過観察が非常に重要となる。

急性硬膜下血腫の非手術例において，受傷後 1〜3

週間後の亜急性期に，Mass effectが増強し，神経症

状が出現することがみられ，亜急性硬膜下血腫と定

義されている 13）。その発生機序として，急性硬膜下

血腫後の亜急性期に形成された残存血腫の外膜の毛

細血管を介した血液成分の移行やくも膜断裂部から

の血腫部への髄液の流入などが起こり，血腫が増大

し脳を圧迫することが考えられている 6）。また，抗
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Fig.3 Case 3: (A) MR imaging before prosthetic valve replacement showed no abnormality in the brain.
(B) CT on the 13 day after operation showed subdural hematoma with brain compression.  FLAIR MR
imaging (C) and T1-wighted MR imaging (D) showed subdural hematoma without any lesions responsi-
ble for symptoms.  After then, Sairei-tou was given to patient.  After then, Sairei-tou was given to patient.
(E) CT on the 13 day after taking medicine revealed disappeared hematoma.
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凝固療法中 1）や肝硬変 7）など出血性素因に合併して

発生してくる場合もあり，その発生機序について十

分検討されていない。機序は不明だが，硬膜下血腫

部の増大でなく血腫側の広範な大脳浮腫が起こり症

状を呈することもある 16）。

慢性硬膜下血腫の成因や増大の機序に関しても

様々な報告がある。これらによると硬膜下腔に血液

が混入した液の貯留，それに対する反応性の被膜形

成，硬膜から血腫外膜への血管新生，新生血管から

の被膜内や血腫内への漏出や破綻を繰り返すことが

報告されている 19,21,23）。また，被膜や血腫内への好

酸球や好中球の浸潤，線維芽細胞の増生が認めら

れ，なんらかの炎症機転が関与していることが考え

られる 2,19,21）。このように慢性硬膜下血腫の増大機

序は，髄液の硬膜下腔への流入と血腫外膜の関与が

考えられているため，亜急性硬膜下血腫の血腫増大

機序と共通していると考えられている 6）。

慢性硬膜下血腫に対する非手術的治療としては，マ

ンニトールによる高浸透圧療法 10）やステロイドホル

モン療法 3,18），Etizolam 4）や Ibudilast 17）の内服など

が報告されており，ある一定の効果が期待できる。

また，近年では五苓散による縮小効果の報告 8,11,12,

15,22）や柴苓湯による縮小効果の報告 9）が散見される。

五苓散投与の報告例ではステロイド剤や止血剤併用

例も含まれており，五苓散単独での有効率は 50〜

100％とされ 9），慢性硬膜下血腫の自然治癒例が存

在することを考慮すれば，有効性はもっと低いのか

もしれない。利水作用を利用した五苓散の慢性硬膜

下血腫の治療効果に対して，利水作用以外に抗炎症

作用，内因性ステロイド分泌促進作用を有する柴苓

湯は，これらの作用によって血腫の縮小効果があら

われており，五苓散よりはその有効性は高いと考え

られる 9）。しかしながら，慢性硬膜下血腫に対する

五苓散と柴苓湯の治療効果を直接比較した研究はな

く，必ずしも柴苓湯の多様な作用が五苓散に優ると

は言えないかもしれない。

慢性硬膜下血腫と異なり，亜急性硬膜下血腫に対

する効果的な内科的治療の報告はない。例外的に保

存的治療で症状が消失するが 14），原則的には症状悪

化時の迅速な外科的治療が必要である 6,20）。我々も，

症例 3 以外，症状を呈した症例に対しては，積極的

に外科治療を行っている。しかしながら，無症候で

あるが血腫が増大してきた場合，何かしらの内科的

な治療で血腫増大が予防できれば患者にとってメ

リットは大きい。

症例 1 は，急性硬膜下血腫後の亜急性期に血腫が

大きくなったが，柴苓湯投与にかかわらず自然消失

していた可能性はある。しかしながら，増大して手

術が必要となった場合に肝不全の状態を鑑みれば，

増大を防げる内科的治療があれば幸いであると考え

柴苓湯の投与を行った。症例 2 は，外来で経過をみ

ており，血腫が増大したにもかかわらず，何も治療

しないことに不安を抱いていたために，柴苓湯の投

与を行った。経過で血腫の Densityが上昇し，慢性

硬膜下血腫に移行することが危惧されたが，幸いに

も血腫は消失した。ただ，この症例にも柴苓湯投与

の有無にかかわらず自然治癒していた可能性はあ

る。症例 3 は，頭痛や麻痺など亜急性硬膜下血腫に

よる症状があった症例である。人工弁術後で全身ヘ

パリナイゼーションを行っており，外科的治療を行

うにあたり出血の危険性が高いと判断し柴苓湯の投

与を行った。今回報告したうちで最も効果があり，

柴苓湯の投与を積極的に考えてもよい症例と思われ

た。

急性硬膜下血腫の症例で，どの症例が亜急性期に

血腫が増大するか判断するのは困難だが，少なくと

も亜急性期に増大してきたもののなかには，柴苓湯

による縮小効果があるものが存在すると思われる。

また，亜急性期を経て慢性期に慢性硬膜下血腫にな

るものもあるため，亜急性硬膜下血腫および慢性硬

膜下血腫の内科的治療が確立していない現状では，

投与を試してみてもよいと思われる。

発生頻度は不明だが，重大な副作用として間質性

肺炎，偽アルドステロン症，ミオパシー，肝機能障

害などがあるが，本研究では全例有害事象は認めら

れなかった。合併症のある症例 1，3 のように患者
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にも安全に投与できることも，メリットの一つと考

えた。

Ⅴ ────────────── おわりに─

症例は少ないが，亜急性硬膜下血腫に対して柴苓

湯は治療効果があったと考えられた。急性硬膜下血

腫は，亜急性期を経て慢性硬膜下血腫になる場合も

あり，亜急性期に血腫増大が予防できれば一部の慢

性硬膜下血腫の発生は抑えることができると考えら

れる。したがって，柴苓湯は亜急性硬膜下血腫およ

び慢性硬膜下血腫に対して内科的治療薬になる可能

性が示唆された。
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Clinical characteristics of chronic subdural
hematoma and its relationship

with dementia

NOBUKUNI MURAKAMI, TAKASHI KARUKAYA, NORIHIRO IBAYASHI

Department of Neurosurgery, Saiseikai Kyoto Hospital

The incidence of dementia increases with age.  Chronic
subdural hematoma is also a common disease in elderly
people.  It is difficult to diagnose chronic subdural hematoma in
patients with dementia. 
We performed a retrospective review of 108 patients with

chronic subdural hematoma who were treated in our hospital
between January 2004 and December 2010; we analyzed the
clinical characteristics of the patients and compared the surgical
outcome of patients with dementia and those without dementia.
Data such as age, gender, clinical symptoms, surgical result,
and recurrence rate were obtained from the patients' profiles.
The surgical outcome and recurrence rate of the patients with
dementia and those without dementia were statistically ana -
lyzed.
Of the 108 patients, 69% were men and the mean age was

77.8 years (average, 42-98 years).  The most frequent symptom
was hemiparesis, followed by disturbance of consciousness.
Thirty patients developed dementia before the onset of
chronic subdural hematoma, and 63 patients had a definite
history of head injury.  All the patients were treated using the
burr hole procedure with closed system drainage; 5 patients
with dementia showed poor recovery, and 3 patients without
dementia died in the hospital. 
Pre-existing dementia was the potential risk for chronic

subdural hematoma and was observed to significantly cor -
relate with a poor outcome (p<0.05).  Chronic subdural
hematoma should be considered when a patient with dementia
exhibits different behavioral characteristics.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

高齢化社会を向えたわが国では，認知症患者は急

速に増加し，同時に認知症の有病率は，年齢ととも

に高くなっている。また，慢性硬膜下血腫も高齢者

に好発する疾患であり，その臨床的な特徴から，認

知症との鑑別が重要視されてきた 2,8,10,16）。しかし，

近年，認知症患者が慢性硬膜下血腫を発症すること

もまれではなく，その際の診断は必ずしも容易では

ない 1,12,18）。そこで，最近当院で経験した慢性硬膜

下血腫患者の臨床的特徴を分析し，認知症を併発し

ている患者の診療上の注意点について検討した。

神経外傷Vol.34 2011



163

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

2004 年 1 月から 2010 年 12 月までに当院で慢性

硬膜血腫と診断，手術を施行した 108 例を検討対象

とした。これら 108 例の患者の年齢，性別，血腫の

部位，症状，認知症を含む脳・神経系の既往症，抗

血栓療法の有無について検討した。また，認知症の

有無と治療転帰，再発率については χ２検定で統計

学的に検討し，危険率 5％未満をもって統計学的有

意差とした。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

患者年齢は 42 歳から 98 歳までで，平均 77.8 歳

であった（Fig.1）。男女比は，男性 75 例，女性 33 例

で，圧倒的に男性が多かった。血腫は，40 例で左

側，44 例で右側，24 例で両側に存在し，左右差は

認めなかった（Table 1）。臨床症状および神経学的異

常所見の頻度は，運動麻痺が 96 例（89％）で最も頻

度が高く，JCS 10 以上の意識障害を認めたのは 24

例，尿失禁 5 例，失行 3 例，構音障害 3 例，頭痛 3

例，失認 2 例，失語 2 例，歩行障害 2 例，失算 1

例，食欲不振 1 例，物忘れ 1 例，嘔吐１例であった

（Table 2）。既往歴としては，入院前に，前医または

かかりつけ医で認知症と診断されていた患者は 30

例（28％），その他に脳梗塞 7 例，統合失調症 3 例，

脳挫傷 2 例，シャント術 2 例，重症筋無力症 1 例，

うつ病１例であった。また，入院前の居住場所は，

認知症の患者では，20 例が自宅で，5 例が介護老人

保健施設や介護老人福祉施設などの介護施設で，5

例が介護療養型医療施設であった。認知症を認めな

い患者では，71 例が自宅，3 例が介護施設，4 例が

介護療養型医療施設であった。また，脳梗塞，心筋

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Age distribution of 108 patients with chronic
subdural hematoma.

Table 1 Clinical characteristics

Sex

male 75 cases（69.4％）
female 33 cases（30.6％）

Age

male 76.08 ± 9.47
female 81.82 ± 9.47

Location

left 40 cases（37.0％）
right 44 cases（40.8％）
bilateral 24 cases（22.2％）

Date are expressed as mean ± standard deviation.

Table 2 Symptoms and signs presented by the patients

symptoms and signs No. of patients

Hemiparesis 96
consciousness�disturbance 24
incontinence 5
apraxia 3
dysarthria 3
headache 3
agnosia 2
aphasia 2
gait�disturbance 2
acalculia 1
appetite�loss 1
memory�disturbance 1
vomiting 1
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梗塞等の治療のため，8 例がアスピリンやパナルジ

ン等の抗血栓療法，7 例がワーファリンによる抗凝

固療法，2 例が両方の治療を受けていた。外傷の既

往が明らかなのは 63 例であった。手術術式はすべ

て，局所麻酔下の穿頭洗浄術で，ドレーンを 1 日留

置している。患者の転帰は，認知症の患者では，自

宅から入院された方のうち 16 例が自宅に退院され，

2 例が介護施設，2 例が介護療養型医療施設に転院

された。介護施設から入院された 5 例の方は，4 例

が元の施設に戻られ，1 例が介護療養型医療施設に

転院された。病院から転院された 5 例は，全員元の

病院に転院された。認知症のない患者は，自宅から

入院された 71 例のうち，69 例は自宅退院されたが，

１例が術後 4 日目に肺炎を併発，あと 1 例は術当日

にショックから腎不全となり，ともに死亡された。

介護施設から入院された 3 例は全員元の施設に戻ら

れ，介護療養型医療施設から入院された 4 例は，3

例が元の病院に転院されたが，1 例は進行胃がんに

よる出血傾向で，小脳出血を併発し死亡された

（Table 3）。認知症の患者では，術後の ADLの回復

が芳しくなく，入院前の居住場所へ退院できなかっ

た予後不良例の割合が優位に高かった（Fig.2）。再発

は，認知症の患者で 5 例（16.7％），認知症を認めな

い患者では 6 例（7.8％）で，認知症の患者の再発率が

高かったが，有意差は認めなかった。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

慢性硬膜下血腫は高齢者の代表的な中枢神経系疾

患である 2）。しかし，高齢者では，その症状が頭痛

や嘔吐などの頭蓋内圧亢進症状は少なく，意識障害

や高次機能障害や片麻痺などが主で，脳血管障害や

認知症との鑑別が問題となる 4,8,12,16）。特に，すでに

認知症を発症している高齢患者の場合は，本人が軽
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Table 3 Changes in living space after surgery

Place before admission Place after discharge No. of patients with dementia No. of patients without dementia

home home 16 69
care�facility 2 0
hospital 2 0
die�in�hospital 0 2

care�facility care�facility 4 3
hospital 1 0

hospital hospital 5 3
die�in�hospital 0 1

30 78

Fig.2 Surgical outcome of patients with and without
dementia.

The percentage of good outcome was significantly lower in
patients with dementia than in those without dementia.
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微な片麻痺や高次機能障害の進行を訴えることはほ

とんどなく，介護者が気づくことも容易ではない。

しかし，我々の検討でも 28％で慢性硬膜下血腫発症

前から認知症を認めたように，認知症患者が経過中

の慢性硬膜下血腫を発症することは稀ではない。吉

田らは，認知症患者が慢性硬膜下血腫を発症する頻

度は，非認知症患者よりも高率であると述べてい

る 18）。今後，高齢化社会が進行するにつれ，認知症

患者が増加することは確実で，厚生労働省の試算で

は，2020 年には 300 万人近くに達すると言われてい

る。そのため，一般開業医が認知症患者の診察する

機会も増加すると考えられる。しかし，認知症の診

断においては，慢性硬膜下血腫との鑑別が重要なこ

とは広く認識されているが，認知症患者が非認知症

の高齢者に比べ，慢性硬膜下血腫を発症しやすいこ

とはあまり強調されていない。実際には，高齢者の

認知機能の低下の原因が，慢性硬膜下血腫である頻

度は 0.4％以下と高くなく 6,11），逆に認知症患者が，

慢性硬膜下血腫を発症する頻度は，非認知症患者の

1.3％に対し，2.5％と高率である 18）。慢性硬膜下血

腫は，治療の時期を逸しなければ，良好な転帰が期

待できる疾患であるが，高齢者や診断時の意識状態

や ADLのスコアが悪い症例では，必ずしも予後が

良好とは言えない 5,9,13,14）。本検討でも，治療以前に

認知症を発症している患者では，治療後に入院前の

居住場所に退院できる割合は有意に低くかった。そ

の理由として，既に脳に器質的異常を認める認知症

患者の場合，硬膜下血腫による圧迫が長期に及べ

ば，手術後の脳の機能回復は，非認知症患者に比べ

困難なためと考えられる。そのため，認知症患者の

手術後の生命予後は良好であるが，機能予後は必ず

しも良好とは言えない 17）。また，有意差は認めな

かったが，認知症患者では，再発しやすい傾向が認

められた。その理由として，今回は十分検討できな

かったが，認知症の患者では，脳萎縮が高度なこと

や，注意力低下などで転倒しやすいことなどが考え

られる。したがって，認知症の患者の予後の改善の

ためには，早期診断による早期治療が非認知症患者

に比べより重要と考えられる 18）。症状が進行する前

に診断できれば，薬物療法による治癒可能な症例も

多く存在する 15,18）。薬物療法は，手術療法に比べ低

侵襲で，入院の必要もなく，高齢の認知症患者でも

入院による認知症の進行が避けられ，予後良好との

報告も認められる 3）。しかし，本検討でも明らかな

ように，高齢者の慢性硬膜下血腫の症状は多彩で，

症状だけで慢性硬膜下血腫を疑うことは容易ではな

い。また，患者自身の記憶もあいまいなため，頭部

外傷の既往もはっきりしないことが多い 8,13,16）。ま

た，認知症患者は介護施設等に入所していることも

多く，脳神経外科医や神経内科医などの専門医が，

継続して診察していることは少ない。そのため，認

知症患者を診察する機会の多い，かかりつけ医や介

護施設のスタッフに対する，慢性硬膜下血腫に関す

る啓蒙活動はますます重要となる。軽微な外傷で

も，脳萎縮の強い認知症患者では，容易に慢性硬膜

下血腫を発症することを十分に認識してもらい，転

倒した際には，注意深い観察だけでなく，症状の有

無にかかわらず，頭部 CTによる定期的な検査も必

要と考える 1）。河野らの報告でも，認知症専門病棟

で定期的に頭部 CT検査を実施すると，慢性硬膜下

血腫の発見率が向上している 7）。認知症患者の入院

治療の困難さを考えれば，有効な予防法がない現時

点では，より早期に診断し，手術治療が必要になる

前に，通院による薬物治療を積極的に行うことも今

後検討すべきと考える。

Ⅴ────────────── おわりに ─

最近 7 年間に当院で治療した慢性硬膜下血腫 108

例について検討した。108 例中 30 例に認知症の既往

があり，認知症を伴う症例の手術成績は不良であっ

た。認知症の患者に普段と異なる症状が出現した際

には，慢性硬膜下血腫の存在も考慮する必要がある

と考えられた。
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Benefits of Artcereb® on the irrigation
of chronic subdural hematoma

TATSUYA NAKAMURA, TOMō ŌHASHI, TAKEHIRO TOMITA

HIROSHI OKADA, TAMOTSU MIKI

Department of Neurosurgery, Tokyo Medical University
Ibaraki Medical Center

Chronic subdural hematoma is thought to be an easily treatable
disease.  However, its recurrence rate is approximately 10%,
and such cases require re-operation.  We compared the recur-
rance rate of chronic subdural hematoma with irrigation using
either saline or the artificial cerebrospinal fluid Artcereb®.
Cases : We divided the patients into 2 groups.  A total of 60

patients in the normal saline group (hematoma, n=58; bilater-
al hematoma, n=2) underwent irrigation with saline between
March 2007 and July 2009.  A total of 61 patients in the Artcereb
group (hematoma, n=54; bilateral hematoma, n=7) underwent
irrigation using Artcereb® between August 2009 and May 2011.
Methods: We performed irrigation via 1 burr hole with 500 –

1000 ml of either normal saline or Artcereb® under local anes-
thesia and observed until recurrence or disappearance of the
hematomas on CT scan.  We researched the recurrence rate of
the hematomas.
Results : Recurrence of the hematomas were observed in 8

cases (13%) in the normal saline group and 5 cases (8.2%) in
the Artcereb group.  No statistically significant differences were
observed.  Among those patients who did not receive anti -
coagulants, the recurrence rate was 6/54 (11%) in the normal
saline group and 1/49 (2.0%) in the Artcereb group (p<0.10).
Conclusion: Our study showed the posibility that the post -

operative recurrence rate of chronic subdural hematoma was
lower using Artcereb® than saline for irrigation.

167

原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

慢性硬膜下血腫は穿孔洗浄術で容易に治療可能な

疾患である。しかし，未だに約 10％の症例が再発

し 3,9,22）再手術が必要になる。さらなる治療成績向上

のために，治療法を工夫する余地がまだあると思わ

れる。従来から慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術の洗浄液

に生理食塩水が汎用されているが，洗浄液について

の検討は今まで殆どなされていない。近年，脳神経

外科手術時の洗浄・還流液として，正常髄液組成に

近似させたアートセレブ®脳脊髄手術用洗浄環流液

（大塚製薬工場株式会社）（以下，アートセレブ）が

市販された（Table 1）。痙攣などの副作用の低下 23）

や脳表からの oozingに対する止血効果がある 25）と

の報告がある。これを慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術の

洗浄液として使用することで生理食塩水よりも治療

効果が期待できないかと考え，その安全性，再発率

について検討した。

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

対象症例は 2007 年 3 月〜2009 年 7 月までの生理

食塩水を使用し洗浄した群（Ns群）58 症例（両側症

例 2 例で血腫数は 60 血腫），2009 年 8 月〜2011 年

5 月までのアートセレブ群（Ar 群）54 症例（両側症

例 7 例で血腫数は 61 血腫）で年齢，術後合併症，抗

凝固剤の使用などを比較検討した（Table 2）。術後は

慢性硬膜下血腫の再発，または治癒するまで定期的

CT検査にて経過観察を行った。

今回，洗浄液として用いたアートセレブと生理食

塩水の組成を Table 1 に示す。アートセレブはヒト

の正常脳脊髄液の組成・性状に近似させて製造され

ている。

手術手技は局所麻酔下に血腫直上に Burr holeを

1 ヵ所作成し，カテーテルを血腫腔内へ挿入，血腫

の吸引，洗浄を行った。洗浄液は生理食塩水，また

はアートセレブ 500〜1000 mlを約 36℃に加温した

ものを点滴ライン経由で自然滴下，または注射シリ

ンジを用いて注入した。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

慢性硬膜下血腫の再発は Ns群で 8 例（13％），Ar

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 Irrigation fluid components

Component Artcereb® Normal
saline

Lactated
Ringer

solution

Na+ (mEq/L) 145 154 130

K+ (mEq/L) 2.8 ─ 4

Ca2+ (mEq/L) 2.3 ─ 3

Mg2+ (mEq/L) 2.2 ─ ─

Cl– (mEq/L) 129 154 109

HCO3– (mEq/L) 23.1 ─ 28

P�(mmol/L) 1.1 ─ ─

Glucose�(mEq/L) 61 ─ ─

Table 2 Characteristics of patients with chronic subdur-
al hematoma

Saline group
(Ns)

Artcereb group
(Ar)

Cases�(n) 58 54

Unilateral�(n) 56 47

Bilateral�(n) 2 7

Total�hematomas�(n) 60 61

Mean�age�(years) 76.5 ± 16.1 73.8 ± 12.2

Anticoagulants�given�(n) 6 12

Table 3 Recurrence rates and complications in peri -
operative period

Ns Ar

Recurrence�(n) 8（13％）＊ 5（8.2％）＊

Complications�(n)

Intracranial�hemorrhage 0 0

Convulsion 0 0

Fever（＞38.5˚C） 0 0

Table 4 Comparison of the recurrence rate with and
without  anticoagulants

＊:�N.S.

Ns Ar

Total�hematomas 60 61

Anticoagulants�(–) 54 49

Recurrence�(–) 48 48

Recurrence�(+) 6（11％）＊ 1（2.0％）＊

Anticoagulants�(+) 6 12

Recurrence�(–) 5 8

Recurrence�(+) 1（17％） 4（33％）
＊:�p=0.09
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群で 5 例（8.2％）であった。有意差は認められな

かったが，Ar群の方が再発率の少ない傾向であっ

た（Table 3）。

また，術後合併症（頭蓋内出血，痙攣，38.5℃を

超える発熱）は両群ともに認められなかった。

血腫の再発を周術期の抗凝固剤（アスピリン，プ

ロピドグレル，シロスタゾール，ワーファリン）内

服の有無で比較検討した。抗凝固薬を使用していな

い場合は Ns群 54 例中 6 例（11％），Ar群 49 例中 1

例（2.0％）に再発を認め，アートセレブで血腫を洗浄

した方が有意差は認められなかったが再発が少ない

傾向であった（Table 4）。

抗凝固薬を術前投与されていた症例では Ns群 6

例中 1 例が再発，Ar群 12 例中 4 例に再発が認めら

れた（Table 4）。

Ar群の中で抗凝固薬の種類で検討すると，アス

ピリン単独の服用例では 5 例中 1 例（20％）にのみ再

発が認められた。一方アスピリンとプラビックス併

用例は 2 例あったが 2 例とも再発していた。ワー

ファリン服用例の 4 例では全例，再発を認めなかっ

た（Table 5）。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

慢性硬膜下血腫は局所麻酔下で穿孔洗浄術を行う

ことで容易に治癒可能な疾患と考えられている。し

かし，どのような機序で慢性硬膜下血腫が発生し増

大し，また洗浄術を行うことで減少・治癒していく

のか解明されていないところが多い。年齢や飲酒暦

などが慢性硬膜下血腫の発生に深く関与することは

経験上，周知の事実であるが，その関与のしかたも

十分には解明されていない。

それらの機序の解明のため，血腫内容液の成分分

析 1,7,15）が以前から行われている。脳内血腫と慢性硬

膜下血腫の経時的変化を比較し，それらの血腫構成

成分が異なることから慢性硬膜下血腫が単純な出血

でないことが示されている。また，血腫腔内に好酸

球が増えていることから炎症反応の関与も示唆され

ている。

血腫外膜の病理学的検討 2,10,12,13,15）では，長掘らは

血腫外膜の経時変化を炎症型，炎症主体型，炎症出

血混在型，瘢痕内炎症出血型の 4 型に分類してい

る。これは慢性硬膜下血腫が発生，増大，縮小，治

癒していく過程で血腫外膜の構造が炎症反応により

大きく変化していくことを捉えている。杉山ら 10）は

血腫外膜に血管内皮細胞増殖因子の発現を確認して

おり，血腫の増大，血腫外膜の変化を誘導する因子

の一つとして挙げている。これらの事実は，慢性硬

膜下血腫自体が異物として作用し炎症反応を惹起し

治癒を遷延させているとも考えられる。

凝固・線溶系の状態 5,8,19）からの検討も数多く行わ

れている。血腫内容液中には tPA，FDP，urokinase

が多く含まれ，PLN-α2PI（Plasmin-alpha 2-plasmin

inhibitor complex），plasminogen，fibrinogenは低値

であり局所線溶活性亢進状態にあることが指摘され

ている。また tPAが血腫皮膜に存在し皮膜から血腫

腔内へ放出されていることが確認されている。

また，薬物治療としては，脳圧亢進に対する対症

療法として従来から高浸透圧利尿剤（マンニトール）

が投与されることが多いが，これは対症療法として

のみならず，血腫の治癒を促進させるという報告も

ある 22）。この事実から似たような利水作用がある五

苓散 20）の内服で治療しようとすることも行われてい

る。

慢性硬膜下血腫の発生増大に際し炎症反応が深く

関与していることから，ステロイド剤 14）やロイコト
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Table 5 Recurrence rates by anticoagulant type

Anticoagulant Cases
(n)

Recurrence
(–)

Recurrence
(+)

Aspirin 5 4 1

Clopidogrel 0 0 0

Aspirin�+�clopidogrel 2 0 2

Cilostazol 1 0 1

Warfarin 4 4 0
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ルエン拮抗作用のあるイブジラスト 4）の効果も期待

されている。止血作用からトラネキサム酸 11）を積極

的に使用しているところもある。

このように，さまざまな内服治療も行われている

が，手術療法に代わるほどの治療成績を示す薬物療

法は未だない。慢性硬膜下血腫の発生，増大には炎

症反応をはじめとし，さらに凝固系・血小板などの

多くの因子が複雑に関与していることが断片的に知

られている。しかし，それらの働きを止め早期に確

実に治癒へ導く治療法は，まだ確立しているとは言

えない。簡単に治癒可能と思われている疾患である

が，このように解明されていない部分も多く，しか

も約 10％は再発し 3,9,22）再手術を余儀なくされてお

り，まだまだ手術法を工夫する余地があると思われ

る。

今回，治癒を促進させ術後の再発率を減らすた

め，血腫洗浄液を従来の生理食塩水からアートセレ

ブに変えて血腫洗浄を行う意義について検討を行っ

た。

近年，アートセレブは脳外科手術において，より

生理的な洗浄液を目的として正常髄液組成に近似さ

せた溶液として開発・発売された 18）。これを使用す

ることで術後の合併症，特に神経内視鏡手術の洗浄

液として使用した場合，発熱などの合併症が少なく

なっている 23）。これは洗浄液に対する脳組織の炎症

反応が他剤より少ないことを示している。このよう

な事実から相対的に慢性硬膜下血腫の発生，増大，

再発に大きく関与する炎症反応をアートセレブで洗

浄することによって抑制し治癒を促す可能性を期待

した。

また，アートセレブで脳表を洗浄した場合，

oozingの減少，止血効果がある 25）というマウスで

の実験報告があり，これは神経内視鏡手術中の止血

に有用とされている。我々は慢性硬膜下血腫の洗浄

時に使用することで，アートセレブの止血効果によ

り，治癒が促進されないかと考え検討を行った。

アートセレブは髄液組成に近づけるため生理食塩

水と比べさまざまな物質が加えられている。その中

で，凝固系において重要なカルシウムイオンが

2.3％含まれていることは止血において生理食塩水よ

り有利に働くと思われる 18）（Table 1）。乳酸リンゲ

ルにも同様に細胞外液に近似したカルシウムイオン

が含まれており，これで血腫洗浄に使用することで

再発率を 11.9％から 9.6％に低下させることに成功

した報告もある 21）。

今回の我々の検討ではアートセレブで血腫を洗浄

することにより生理食塩水と較べ再発率が 13％から

8.2％に低下することが示された。特に，周術期に血

小板凝集抑制薬を投与されていない群では 11％から

2％と大幅に再発率が低下し有意差は認められな

かったが再発率の低下傾向が確認された（Table 4）。

近年，高齢者が増え心筋梗塞や脳梗塞の既往など

のため抗凝固薬が投与される機会が増えている。手

術が必要な慢性硬膜下血腫の患者においても以前に

比べ抗凝固薬をすでに投与されている例が我々の症

例で多くなってきている（Table 2）。これらの薬剤に

より慢性硬膜下血腫の発生，術後再発も増える傾向

にある。そこで抗凝固薬の服用状況により再発率が

どのように影響されているか検討した。アスピリン

とクロピドグレルの併用例では 2 例中 2 例とも再発

しており，術後再発のリスクは極めて高いと考えら

れた。アスピリン単独の場合では 5 例中 1 例（20％）

のみの再発であり，内服していない症例に比べ再発

率が高いが，治療に大きな支障はないと思われた。

それに対しワーファリンが投与されていた 4 例では

全例再発は認められなかった。ワーファリンは術前

に中和することで慢性硬膜下血腫の術後の治癒経過

に悪影響は及ぼさないと考えられた。血小板凝集抑

制薬服用例で再発率が高いのは手術直前に中止して

も，4 日〜2 週間程度その効果が残っていることが

原因と推察された。術中・術直後の凝固能が再発に

深く関与していると思われた。アートセレブは血小

板凝集抑制薬多剤服用例に対して生理食塩水を上回

る止血効果，再発率の抑制効果は今回の検討では認

められず，この点においては洗浄液の組成での再発

率の低下の期待への限界が確認された。今後は血小

神経外傷Vol.34 2011
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板凝集抑制薬の効果を早期に中和する薬剤の開発が

望まれるところである。

Ⅴ────────────── おわりに ─

慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術においてアートセレ

ブ®の安全性が確認された。また，従来の生理食塩

水による血腫洗浄に比して，アートセレブ®は術後

再発率を軽減できる可能性が示唆され，特に血小板

凝集抑制薬を使用していない場合に期待できるもの

と推察された。
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To determine the influence of antithrombotic (anticoagulant
and antiplatelet) agents on patients with chronic subdural
hematoma (CSDH), the authors retrospectively analyzed 103
patients with CSDH who underwent surgical treatment for
CSDH at our institution from January 1998 through June 2011.
Of theses 103 patients, 18 patients received antithrombotic
agents (warfarin in 10 patients and aspirin in 8), and were com -
pared with 85 other patients who did not take antithrombotic
agents.  All patients were treated with burr hole irrigation,
drainage, or irrigation with drainage.  Warfarin was restarted
3 weeks after the surgical treatment.  Cessation of aspirin was
needed for up to 2 weeks prior to surgery.  None of the 18
patients had a recurrence and their outcomes were comparable
to the patients who did not take antithrombotic agents.  One
patient who discontinued warfarin died of acute myocardial
infarction three days after surgery. 
Discontinuation of warfarin for 3 weeks after surgery may

result in a low probability of CSDH recurrence and aspirin
could be restarted early after surgery under careful periopera-
tive management.
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Ⅰ────────────── はじめに ─

慢性硬膜下血腫は脳神経外科領域で日常に経験す

る疾患であり，予後は良好であると考えられてい

る。しかし，近年，人口の高齢化もあり，抗血小板

剤や抗凝固薬が服用されている慢性硬膜下血腫例に

対して外科治療を経験する機会が増えている。外科

治療に際して，手術前に抗血栓薬を一時中止すべき

か否か，あるいは中止した場合，術後の再投薬をい

つ開始するか等について，休薬中の基礎疾患の再発

の危険性や，再投薬した場合の本疾患の再発の頻度

など不明な点も多く，一定のコンセンサスが得られ

ていないのが現状である。今回，抗血栓薬が投与さ

れていた慢性硬膜下血腫の外科治療の経験を踏ま

え，若干の文献的考察を加えて報告する。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

対象は，1998 年１月より 2011 年 6 月の間に，当

院で外科治療を行った慢性硬膜下血腫 103 例のう

ち，術前に抗血栓薬を服用していた 18 例（ワーファ

リン 10 例，抗血小板剤 8 例）である。これらの症例
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について年齢，基礎疾患，術前の PT-INR，術前，

術後の休薬期間，再発および，再手術の有無，周術

期の合併症，Glasgow Outcome Scale scoreを用いて

の予後調査などを基に臨床的検討を行った。手術は

洗浄術，ドレナージ術，あるいは，洗浄＋ドレナー

ジ術を行った。抗血栓薬は，術後の経時的 CT検査

で，残存血腫の減少傾向を確認し再開した。再発

は，術後，2 ヵ月内に，同側血腫の再貯留により，

臨床症状が悪化し，再手術を要した例とした。な

お，抗血栓薬非服用例 85 例を対照とした。

統計学的解析には，chi-square test, Student t test

を用いて行い，p<0.05 を有意とした。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

ワーファリン服用例は 10 例で，発症時年齢 69〜

91 歳（平均 82.7 歳）で，基礎疾患としては，心房細

動（AF）と心原性脳梗塞（CEI）を有した例（7 例），

ペースメーカー埋め込み術後（1 例），AFと糖尿病

（DM）（1 例），AFと CEIおよび陳旧性心筋梗塞で

少量の急性硬膜下血腫（ASDH）より CSDHへ移行

した例（1 例）であった。術前の休薬期間は，無し 3

例，3 日 2 例，7〜16 日 3 例，28 日以上 1 例，およ

び不明 1 例であった。術前の PT-INRは＜1.5 が 5

例，1.5〜2.0 が 3 例で，不明 2 例を除いた 8 例で

PT-INRは＜2.0 であった。全例，術前にワーファリ

ンの中和を行わず手術を行った。病変は片側が 9

例，両側が 1 例であった。手術法は洗浄術のみ 1

例，ドレナージ術のみ 7 例（うち 1 例は両側），洗

浄＋ドレナージ術 2 例であった。服薬再開は 3 週間

以降 8 例，服薬なし 2 例であった。休薬中の術後 3

日目に，基礎疾患として AFと DMを有していた 1

例で急性心筋梗塞を発症し，予後は不良であった。

また，重度の脳梗塞後遺症例，慢性心不全例，肺炎

を合併した各々1 例の計 3 例で，術前までの症状回

復は得られず予後は Fairであった。両側同時ドレ

ナージ術を行った 1 例で，術後，1 側に血腫の排液

が不良であったため，4 時間後に排液不良側に再手

術（洗浄＋ドレナージ術）を施行した。再発は 1 例で

認められたが，保存的治療にて治癒した。したがっ

て，再発の定義に従った厳密な意味での再発例はな

かった。以上，ワーファリン服用例 10 例での予後

は Good 6 例，Fair 3 例，Dead 1 例であった（Table

1）。バイアスピリン服用例は 8 例あり，発症時年齢

77〜94 歳（平均 84.4 歳）で，基礎疾患としては陳旧

性脳梗塞（5 例），虚血性心疾患（2 例），左房内血栓

（1 例）であった。術前の休薬期間は 0〜3 日 4 例，

7〜16 日 3 例，不明１例であった。手術法としてド

レナージ術を 5 例に，洗浄＋ドレナージ術を 3 例に

施行した。服薬再開は，1 週間内 2 例，1〜2 週間内

1 例，3 週間以降 4 例，服薬なし 1 例であった。術

後，再発例はなかった。周術期で 1 例において創部

感染を認め予後は Fairであった。バイアスピリン服

用例 8 例での予後は Good  7 例，Fair 1 例，Dead 0

例であった（Table 1）。抗血栓薬非服用は 85 例で，

発症時年齢 52〜96 歳（平均 78.2 歳）で，基礎疾患と

しては Table 1 の如く，高血圧 34 例（47.1％），糖尿

病 10 例（11.8％），脳梗塞 10 例（11.8％），慢性心不

全 12 例（12％）であった。手術法は，ドレナージ術

44 例（51.8％），洗浄＋ドレナージ術 39 例（45.9％），

洗浄術 2 例（2.3％）であった。4 例で再発が認められ

た（4.7％）。予後は Good 80 例（94.1％），Fair 4 例

（4.7％），Dead 1 例（1.2％）であった（Table 1）。

ワーファリン服用例，バイアスピリン服用例，抗

血栓薬非服用例の 3 群間での比較では，バイアスピ

リン服用例に高齢者が多い傾向にあり，また，脳梗

塞が有意に認められた。一方で，ワーファリン服用

例で不整脈が多く，予後 Fair例が有意に多かった

（Table 1）。その他，性別，手術法，再発に有意差を

認めなかった。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

近年，わが国の高齢者人口の割合が急増化し，そ

れに伴い，心臓を含めた循環器疾患が増加してい

る。したがって，抗血栓療法が行われている慢性硬
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Table 1 Clinical summary of 103 patients with chronic subdural hematoma: 85 patients without antithrombotic
agents, 10 patients with warfarin, and 8 patients with aspirin

Characteristics No med. (n=85) Warfarin (n=10) Aspirin (n=8)

Age�(range)�(yrs)

Sex�n (men�%)

Surgery�n (%)

Disease�n (%)

Preoperative�INR�n

Drug�holidays�n

Drug�restart�n

Complication�n

Recurrence�n

GOS�n (%)

Drainage

Irrigation�&�drainage

Irrigation�

Hypertension

Diabetic�mellitus

Heart�disease

Cardiac�arrhythmia

Cerebra�infarction

Acute�subdural�hematoma

<�1.5
1.5 – 2.0
unknown

0 – 3
7 – 16
>�28

unknown

<�7
<�14
>�21

No�med

pneumonia

Wound�infection

Acute�myocardial�infarction

Good

Fair

Dead

78.2 (52 – 96)
56 (65.8)

44 (51.8)
39 (45.9)
2 (2.3)

34 (47.1)
10 (11.8)
12 (14.1)
10 (11.8)
10 (11.8)
0 (0.0)

0
1
0
4

80 (94.1)
4 (4.7)
1 (1.2)

82.7 (69 – 91)
5 (50)

7 (70)
2 (20)
1 (10)

0 (0.0)
1 (10)
2 (20)

9 (90)***
3 (30)
1 (10)

5
3
2

5
3
1
1

0
0
8
2

1
0
1
0

6 (60.0)**
3 (30.0)*
1 (10.0)

84.4 (77 – 94)*
3 (37.5)

5 (62.5)
3 (37.5)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)
3 (37.5)
0 (0.0)
5 (50)**
0 (0.0)

4
3
0
1

2
1
4
1

0
1
0
0

7 (87.5)
1 (12.5)
0 (0.0)

*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 vs. No. med
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膜下血腫例に対して外科治療を行う機会が増えてき

ている。当施設において，血腫除去術を行った慢性

硬膜下血腫 103 例中 18 例に抗血栓薬が服用されて

いた。最近，抗血栓薬服用例での周術期の休薬に関

して，日本循環器学会ほかによる「抗凝固，抗血小

板療法に関するガイドライン」が 1），また，日本消

化器内視鏡学会による「内視鏡治療時の抗凝固薬，抗

血小板薬使用に関する指針」2）が報告された。上記 2

学会の指針によれば，抜歯や体表の小手術ではワー

ファリン，アスピリン継続下での治療が望ましいと

され，また，生検などの低危険度手技の場合，ワー

ファリンでは 3〜5 日休薬し，INR 1.5 以下であるこ

とを確認し，アスピリンは 3 日間休薬するとしてい

る。さらに，大手術や高危険度手技の場合には，

ワーファリンを 3〜5 日休薬し，アスピリンは 7 日

間休薬する。その間の血栓症や塞栓症のリスクが高

い症例ではヘパリンでの代用療法も考慮するとして

いる。頭蓋内出血発症後の抗血栓療法について，

2010 年，American Heart Association ⁄ American Stroke

Association（AHA ⁄ ASA）は Stroke 3）誌上において

以下のごとく推奨している。すなわち，脳内出血，

（急性）硬膜下血腫では発症急性期の少なくとも 1〜2

週間はすべての抗凝固薬，抗血小板薬は投与を中止

する。さらに，血栓，塞栓症のリスクが高いと考え

られる脳内出血例では発症 7〜10 日後にワーファリ

ンを再開することは適当であるとしている。脳内出

血後 10 日間（中央値）のワーファリン休薬で 30 日以

内の基礎疾患の再発や，新たな脳虚血イベント発生

のリスクが 2.1％あるとの報告もあり 4），今回，著

者らが経験したワーファリン休薬中に生じた予後不

良 1 例を考慮すれば，AHA ⁄ ASAの報告は検討に

値すると考えられる。しかし，その一方で，CSDH

の術後，ワーファリンを 7 日以内に再開したため，

再発をきたし，ワーファリンの再開時期と再発の関

連が否定できなかったとの報告がなされている 5）。

CSDHにおいては発症の機序とその増大，また吸収

過程など，病態の経時的変化に血液凝固線溶系の関

与が強く示唆されており 6），ワーファリン再開によ

る CSDHの増大と再発の危険性があることを念頭

におきながら，術後の投薬再開の時期を検討するこ

とが求められる。今回，著者らは抗血栓薬を服用し

ていた 18 例のうち，ワーファリン服用例 10 例で，

0〜16 日の休薬期間を置いて手術を行い，術後の

ワーファリン再開は 3 週間以降に行った。幸い

CSDHの再手術を要した例はなく，また，再発につ

いても対照例と比較して遜色はなかった。しかし，

3 例おいてその予後は Fairであった。この 3 例につ

いて改めて reviewしたところ，1 例は CSDH発症

時，肺炎を合併しており，また，残り 2 例において

既往の心源性脳塞栓症による片麻痺があり，うち，

1 例は慢性心不全を呈していた。さらに，3 例とも，

CSDH発症以前より，すでに中等度から高度の認知

症を合併していた。このような既存の重複した全身

合併症が術後の ADL回復遅延の一因となり，予後

不良に繋がったと考えられた。今回，著者らが経験

した抗血栓薬服用例での CSDH手術例は少数であ

り，適切な抗血栓薬の再開について明確な時期を導

き出すことはできないが，ワーファリンについて

は，術後 3 週間頃での再開が一応の目安になるであ

ろうと考えられた。バイアスピリンの周術期の休薬

期間に関しては，前述のごとく，AHA ⁄ ASAでは，

発症後急性期 1〜2 週間の休薬を推奨しているが，服

薬再開の時期については明らかな記載はない。今

回，バイアスピリン服用下の 8 例中，3 例で，完全

な抗血小板作用の消失を待てず，0〜3 日の休薬期間

で手術を行った。そして術後，1 週間内から服薬再

開した 2 例を含め，再発例はなかった。近年，脳梗

塞患者において，抗血小板薬を 4 週間休薬した場

合，特に冠動脈疾患を有する患者において脳虚血イ

ベントが有意に上昇するとの報告がなされた 7）。

CSDHの再発のリスクを考慮しつつ，脳虚血イベン

トの再発を予防するためにも，バイアスピリンにつ

いては，術後，早期の服薬再開を検討すべきであろ

うと考えられた。
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Ⅴ────────────── おわりに ─

抗血栓薬服用例での慢性硬膜下血腫（CSDH）の外

科治療および術後経過について検討した。

ワーファリンの術前での休薬と術後の再投与の時

期は，基礎疾患と CSDHの術前の緊急度と術後再

発のリスクを考慮して各々の症例で検討すべきであ

るが，服薬再開は術後 3 週間頃が一応の目安になる

であろうと考えられた。また，バイアスピリンの休

薬は短期間であっても，術後 CSDHの再発の可能

性は低いと思われ，早期の服薬再開が望ましいと考

えられた。
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Vertebral artery injury associated with cervical
spine fracture-dislocation: Prevention of distal

embolism using coil embolization
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Objective : This study investigated the efficacy of coil emboliza-
tion of the injured vertebral artery associated with fracture-
dislocation of the cervical spine for the prevention of embolic
stroke.
Material and Method: Between 2001 and 2010, 27 patients

underwent reduction of the dislocation fracture of the cervical
spine.  In 4 cases, preoperative MRI revealed disappearance of
the flow-void signal of the unilateral vertebral artery in the
foramen transversarium, and we performed further investiga-
tion of the injury of the vertebral artery with digital subtrac-
tion angiography. 
Result : In all 4 cases, digital subtraction angiography revealed

occlusion of the unilateral vertebral artery.  After conviction of
the existence of colateral cerebral blood flow from the contra -
lateral vertebral arteries or external carotid arteries, we
embolized the proximal part of the occluded vertebral arteries
in endovascular procedures with detachable coils for the
prevention of the embolic stroke associated with orthopedical
procedures.  All patients underwent reduction of the cervical
dislocation after coil embolization, and the operations were
performed uneventfully.  During the follow-up period (66.8
months on the average), there were no episodes of vertebro-
basilar infarction.  Perioperative and postoperative antiplatelet
or anticoagulant therapies were not necessary.
Conclusion: Dislocation fracture of the cervical spine is

frequently associated with injuries of vertebral artery, and the
management of the risk for cerebral infarction remains contro-
versial.  Preoperative embolization of the injured vertebral
artery can be an effective procedure in preventing the embolic
stroke caused by orthopedical procedures.
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原　　著

Ⅰ────────────── はじめに ─

頸椎脱臼骨折においてしばしば椎骨動脈（vertebral

artery; VA）損傷を併発し小脳脳幹梗塞の原因となる

ことが知られている。片側性のVA閉塞の場合は無

症候性であることが多いが，抗凝固療法の有無にかか

わらず遅発性の小脳脳幹梗塞のリスクがある。周術

期の血栓塞栓症予防の観点から，当科では観血的脱

臼整復術を要する症例に対して塞栓術を施行してい

る。診断，治療方針等について文献的考察を加える。
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Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

2001 年から 2010 年までの 10 年間に当院救命救

急センターに搬入された頸椎脱臼骨折症例のうち，

観血的脱臼整復術を要した症例は 27 例であった。全

例に緊急MRIを施行し，脊髄損傷の程度を観察す

るとともに，両側横突孔内の椎骨動脈の信号に注目

し，flow void の消失などの flow-related enhance-

mentを認める症例についてはMRAを追加した。

MRAで患側の VAが描出されないなどの異常所見

がみられた症 例には引き続き digital subtraction

angiography（DSA）を施行し，血管損傷に対する

interventionの要否について検討した。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

MRIにて横突孔内に異常信号を認めた症例は 4 例

であり，受傷機転としては交通事故が 2 例，転落が

1 例，その他の頭部打撲が 1 例であった（Table 1）。

骨傷としては C5／6 の脱臼骨折が 2 例，C6／7 脱臼

骨折が 1 例，C5 の facet骨折が 1 例であった。いず

れもMRA にて当該血管の描出を認めなかった。

DSAを行い病側椎骨動脈の閉塞を確認した。対側

椎骨動脈や外頸動脈系からの側副血行路を確認した

上で，離脱型コイルを用いて塞栓術を行った。血管

内治療に関連する合併症はなかった。引き続き観血

的脱臼整復術を施行した。骨変位が著明であった 2

例（症例 1, 2）の手術の際には術中 DSAを併用して，

除圧後に対側 VAの閉塞や狭窄が起こっていないこ

とを確認してから固定した。いずれの症例も周術期

から慢性期に至るまで抗血小板療法・抗凝固療法は

行っていない。術後に小脳脳幹梗塞をきたした例は

なく，最長 120 ヵ月（平均 66.8 ヵ月）の追跡期間中に

脳梗塞を起こした症例はない。

Ⅳ ────────────── 症例呈示─

28 歳の女性。交通事故により受傷し救急搬送され

た。来院時，意識は清明で軽度の四肢麻痺を呈して

いた。頸椎単純写および頸椎 CTにて C5 の外側塊

の骨折（Fig.1-A）と C5／6 の脱臼を認めた（Fig.1-B）。

MRIを施行すると，T2 強調画像で C5 椎体による

脊髄の圧迫所見がみられた（Fig.2-A）。左の横突孔内

の椎骨動脈が T2 にて高信号を呈していた（Fig.2-B）。

3D TOF MRAにて左頸部 VAは描出されなかった

（Fig.2-C）。頭蓋内拡散強調画像では明らかな急性虚
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Table 1 Summary of 4 cases of fracture-dislocation with endovascular pretreatment

No. years ⁄ sex
course of
trauma

spine injury
VA injury

（embolization） spine surgery
Intra op.

DSA
follow-up（stroke）

1 34 ⁄�M traffic�accident C6 ⁄�7 dislocation Rt.�VA�occl.�(+)
posterior fusion

（Rogers） yes 96 month�(−)

2 28 ⁄�F traffic�accident C5 ⁄�6 dislocation Lt.�VA�occl.�(+)
posterior fusion

（Rogers） yes 120 month�(−)

3 43 ⁄�M head trauma C5 ⁄�6 dislocation Lt.�VA�occl.�(+)
anterior�and
posterior fusion

no 48 month�(−)

4 71 ⁄�M fall C5 facet�fracture Lt.�VA�occl.�(+)
posterior fusion

（Rogers） no 3 month�(−)

Rt. ; right, Lt. ; left, occl. ; occlusion, Intra op. ; intra operative DSA
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血病変は認められなかった。

引き続き DSAを施行した。左 VAは鎖骨下起始

部から 5 cm 程度末梢のレベルで閉塞していた

（Fig.3-A）。右 VAは健常であり，脳底動脈以降の順

行性血流は正常であった（Fig.3-B）。左 VAにマイク

ロカテーテルを挿入し，閉塞近位部に離脱型コイル

を挿入して恒久的閉塞とした（Fig.3-C）。引き続き術

中 DSAを併用して観血的脱臼整復術を施行した

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1

A: CT scan on admission showing fracture of the C5 lateral mass. 

B: X-ray photograph on admission showing dislocation of the cervical vertebrae at C5/6
portion (arrowhead).

Fig.2

A: T2-weighted magnetic resonance (MR) imaging showing compression of the spinal
cord by C5 vertebral body (arrow).

B: T2-weighted MR imaging at the level of C5 showing high signal intensity in the
foramen transversarium (flow-related enhancement) (arrowhead).

C: Three-dimensional time-of-flight MR angiogram showing non-visualization of the left
vertebral artery.
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（Fig.4）。麻酔覚醒後に脳神経症状はみられず，術後

のMRIで脳梗塞は認められなかった。術後速やか

に脊髄症状は改善し 1 ヵ月後に独歩退院した。抗血

小板療法，抗凝固療法は行わず 8 年経過しているが

脳虚血のイベントは起こっていない。

Ⅴ ────────────── 考　　察─

頸椎損傷はしばしば椎骨動脈損傷を伴うことが知

られている 7,12,14）。 Lockedあるいは perched facet

を伴う頸椎脱臼では 46％に椎骨動脈損傷を伴うとい

神経外傷Vol.34 2011

Fig.3

A: Digital subtraction Angiogram (DSA) of the left subclavian artery showing occlusion of
the left vertebral artery (VA) (arrow). 

B: Right vertebral angiogram showing sufficient blood flow to the posterior circulation
from right VA.

C: DSA (Road mapping) after embolization showing permanent occlusion of the left VA
with detachable coils.

Fig.4

A: DSA of the right vertebral artery (VA) before (upper) and after (lower) reduction.  The
patency of VA was preserved.

B and C: X-ray photograph of the cervical vertebrae after fixation by Rogers’ wiring.
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う報告があり，脱臼部位での閉塞および解離がおも

な所見である 5,23,27）。Millerらは解離が 55％で閉塞

が 45％と報告し 15），またWillisらによれば閉塞が

2／3，解離が 1／3 を占めるという 27）。同様に外傷に

より損傷されうる頸動脈と比較して椎骨動脈損傷は

閉塞の頻度が高い。椎骨動脈損傷をきたしやすい骨

傷としては横突孔骨折，脱臼，亜脱臼が挙げら

れ 9,25,27,28），頸髄損傷の重症度と VA損傷の頻度に

は正の相関があるという。無症候性で経過するもの

も多いが，抗凝固療法を行わないと遅発性脳梗塞の

発症率が有意に高いとも報告されており 3），早期発

見が極めて重要である。

治療指針を支持する十分なエビデンスは存在しな

いが，VA損傷が発見された場合は抗凝固・抗血小

板療法が選択されることが多い 3,5,27,28）。Bifflらは

38 例 48 側の外傷性椎骨動脈損傷について検討して

いる。ヘパリン使用群 21 例中 3 例に脳梗塞が起こ

り，非使用例 17 例では 6 例に脳梗塞が起こった。

統計学的には有意にヘパリンが脳梗塞を抑制した

が，投与群では 2 例に出血性脳梗塞をきたしたとい

う 3）。後頭蓋窩脳虚血症例において抗凝固療法は脳

梗塞抑制に有効だとする報告もあるが，一方抗凝固

療法を行わなくても予後は変わらないとする報告も

ある 9）。また無症候性の VA損傷の場合も同様にヘ

パリンが有効とする報告やそうでないとする報告が

ある 24,26,28）。むしろ，過去の文献上の抗凝固療法に

関連する重篤な合併症が 14％にも上るため，無症候

性の患者に対する抗凝固療法は疑問視されてい

る 5,7,9,14,16,22,27,28）。

両側 VA閉塞では後頭蓋窩脳血流の急激な減少に

より小脳脳幹に広汎な虚血をもたらし，重篤な経過

をたどることが多いようである 4,5,16）。一方，片側

VA閉塞の場合は無症状のものが多い。対側 VAが

十分な後頭蓋窩側副血行を形成すること，障害側か

らも後頭動脈をはじめとする外頸動脈系や上行頸動

脈，深頸動脈などから筋枝を介して豊富な側副血行

が維持されているケースが多いことによる 1,8,27）。む

しろ臨床上問題になるのは，初回診断時に脳虚血症

状がなく，遅発性に小脳脳幹梗塞を呈するケースで

ある。頸部手術の麻酔覚醒時に昏迷状態で発見され

た症例や 18），脱臼整復後 20 分で昏睡になり死亡し

た症例 19）のように外科的処置に関連して発症するも

のは医療安全上も問題となり得る。血行力学的虚血

よりも再開通による末梢塞栓に注意を払うべきで

あり 1,3,27），閉塞血管付近の直接操作や脱臼整復によ

る骨の移動などの手技自体が再開通，末梢塞栓の原

因となる可能性があることに留意すべきである。

このような考え方に基づいて，我々は手術を前提

とした無症候性片側 VA閉塞の症例に対して再開通

防止を目的として塞栓術を行った。頸髄損傷の評価

目的で行われるMRIおよびMRAにおいて VA閉

塞が疑われた 4 例に対して DSAを行ったところ，い

ずれも当該部位での VA 閉塞が確認された。4

vessels studyにより側副血行路を評価し，引き続き

塞栓術を行った。スクリーニングとしてのMRIお

よび CTAの有用性が強調されているが 17,20），側副

血行の評価の精度や治療に直結する利益を考慮する

と，DSAは躊躇すべきでないと考えられる。

萩原らは頸部鈍的外傷症例に対し CTA および

DSAを行って頸部血管損傷を抽出し，病態に応じ

て血管内治療を行ったと報告している 10）。我々のシ

リーズと同様に片側 VA閉塞に対しては側副血行が

許す限り積極的に塞栓術を行っている。原らはスク

リーニングとして CTAの有用性を強調しつつ，最

終的には DSAを行って塞栓術を実施している 11）。

このような前処置を行うことにより，観血的脱臼整

復術中は抗凝固・抗血小板療法を中止しうると述べ

ている。周術期を含めた外傷急性期において抗凝固

療法を中止できることは大きな利点である。多発外

傷で他の臓器損傷が併存する場合はさらに有効性は

大である 25）。我々は抗凝固・抗血小板療法は一切行

わずに手術を含めた急性期管理を行ったが追跡期間

中の脳梗塞はみられなかった。また Takahashiらは

hangman fractureに伴った片側 VA閉塞例に対する

前方固定術の術前にコイル塞栓術を行った一例を報

告している 21）。彼らは術中 DSAを併用している

神経外傷Vol.34 2011
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が，完全整復位では対側の VAが高度狭窄を呈する

ことが確認できたため，partial reductionにとどめ

て脳虚血発生を回避できたという点が興味深い。

我々も脱臼による骨変位が著明であった 2 例で術中

DSAを併用した。末梢塞栓防止の目的で VA起始

部を外科的に露出して結紮を行った報告もあるが，

塞栓術は診断的検査に引き続き短時間，低侵襲で行

える点で極めて有用である。

外傷性 VA解離に対するステント留置や外傷性動

静脈瘻に対するコイル塞栓術など，頸椎損傷急性期

における血管内治療の有用性が報告されつつあ

る 2,6,10,13）。MRA，CTAなどによる血管評価は必須

であり，血管損傷がみられた場合は DSAによる詳

細な検討および病態に応じた治療を行うことによ

り，続発しうる脳梗塞を予防することが予後改善に

有効である。本治療の必要性に関しては議論の余地

があると思われ，科学的根拠を得るための症例集積

が必要であるが，周術期合併症の低減という観点か

ら積極的介入を試みてよいと考えている。
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Spinal cord stimulation for intractable pain
of upper and lower extremities dominated

lower extremity
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We report herein the case of a 38-year-old man who presented
with right upper and lower extremities intractable pain caused
by traumatic brain contusion.  The main pain region was lower
extremity and the pain produced his gait disorder.  The patient
underwent spinal cord stimulation (SCS).  Four electrodes were
placed in spinal epidural space, two electrodes were placed in
Th10 – 11 level, and the others were C4 – 6 level.  SCS achieved
>70% pain relief and improved his gait disorder.  SCS proved
effective for central neuropathic pain caused by brain contusion.
The method of SCS using four electrodes is effective for pain of
upper and lower extremities, especially the main pain region is
lower extremity.
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症例報告

Ⅰ────────────── はじめに ─

近年，機器の進歩に伴い難治性疼痛に対する脊髄

刺激術（SCS: spinal cord stimulation）の有効性が高

くなっている。特に刺激装置（Prime Advanced,

Medtronic）の発売により一つの刺激装置で 16 極の

刺激が可能となったことが治療効果向上と関連して

いる。今回，脳挫傷を原因とする上下肢の疼痛に対

して 4 極電極を 4 本使用した SCSが有効であった

一例を経験したので報告する。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

症例は 38 歳の男性。32 歳の時に交通事故のため

神経外傷Vol.34 2011
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近医へ搬送された。搬送時は心肺停止であったが，

救命処置により一命を取りとめた。意識障害は徐々

に改善し，軽度の高次機能障害を残し退院となっ

た。その後，右上下肢および右顔面にしびれが出現

し，次第に痛みを伴うようになった。痛みは下肢優

位に強く，痛みのために歩行障害をきたしていた。

麻痺は認めないが知覚鈍麻を伴っていた。各種薬剤

治療，神経ブロックなどを行われたが効果が乏しい

ため手術目的で当院へ紹介された。頭部MRIで両

側前頭葉，小脳虫部に脳挫傷の痕を認めた。脊髄

MRIでは全脊髄に異常を認めず，脳挫傷を原因とす

る中枢性神経障害性疼痛と考えられた。

脊髄刺激電極留置術は，まず下肢の疼痛に対して

胸椎（Th10〜11）レベルに 4 極電極を 2 本留置した

（Fig.1-A）。試験刺激で高い除痛効果を認めた。そこ

で 2 日後に上肢の疼痛に対して頸椎（C4〜6）レベル

に 4 極電極を 2 本追加挿入した（Fig.1-B）。試験刺激

で上肢痛に対しても同様な除痛効果を認めた。7 日

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Plain X-ray films showing placement of the electrodes in Th10 – 11 level (A),
and in C4 – 6 level (B).

Fig.2 Plain X-ray films showing the location of extension cords and stimulation
devices.
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後に全身麻酔にて脊髄刺激装置留置術を行った。2

本の 4 極電極を Y字コネクターへ接続し一つの電極

とし，頸椎，胸椎それぞれの Y字コネクター電極を

刺激装置（Prime Advanced）へ接続した（Fig.2）。

頸椎の電極（外側：0, 1, 2, 3，正中側：4, 5, 6, 7），

胸椎の電極（正中側：8, 9, 10, 11，外側：12, 13, 14,

15）として，以下の条件で刺激を行った 0− 1+（0.6〜

1.5 V，30 Hz，240 µs），9− 10+ 13− 14− 15+（5.0〜

7.0 V，30 Hz，240 µs）。術前後の疼痛強度を Visual

analog scale（VAS）を用いて評価し，上下肢共に 70％

以上の除痛効果が得られ，歩行障害の改善も認め

た。3 ヵ月経過した現在も刺激効果は持続している。

Ⅲ────────────── 考　　察 ─

脊髄刺激で除痛効果を得るためには電極からの電

気刺激で誘発される paresthesia が疼痛部位をカ

バーしている必要がある 2,4）。脊髄刺激電極は脊髄

デルマトームを参考に目標レベルを決めるが，難治

性疼痛患者の場合，解剖学的デルマトーム領域と試

験刺激による paresthesiaの部位に相違を認めるこ

とがあり，術中の刺激による評価が重要である。一

般的に上肢痛に対しては頸椎レベル，腰部から下肢

痛に対しては胸椎もしくは腰椎レベルに電極が留置

される。

疼痛部位が上下肢に及ぶ場合の電極の種類，留置

部位，手術方法は様々なバリエーションが考えられ

るが，大きく分けると以下の 2 つに分類される。①

頸椎レベルに電極を 2 本留置，② 頸椎，胸椎レベル

それぞれに電極を留置（頸椎 8 極 × 1 本 + 胸椎 8 極

× 1 本，頸椎 4 極 × 2 本 + 胸椎 4 極 × 2 本）。

① は，下肢からの後索線維が脊髄の最内側に位置

していることを利用した方法である。頸椎レベルで

電極を脊髄正中付近に留置することで下肢への

paresthesiaが誘発できる。しかし胸椎レベルでの脊

髄刺激と比べると下肢への paresthesiaは弱く，下

肢を優位とする上下肢痛の場合は下肢痛への効果が

不十分となる可能性がある。また下肢痛への効果を

高 める 目 的 で 電 圧 を 上 げた 場 合 ，上 肢 への

parestehsiaが強くなり過ぎ，電圧を十分上げられな

い問題も発生する。

② は，頸椎レベルの電極が上肢，胸椎レベルの電

極が下肢への paresthesiaを誘発させる。別々に電

極を留置することで下肢にも安定して paresthesia

を誘発できることが ① との最大の違いである。上

下肢を別々に刺激調整できるため下肢へ paresthesia

を誘発すると上肢の paresthesiaが強くなるという

問題も発生しない。8 極電極 1 本に比べると 4 極電

極 2 本留置した場合は，手技の煩雑さはあるもの

の，dual lead stimulationを行えるため刺激調整とい

う側面では有利と考えられる。また今回のように二

段階に手術を分けた場合，最初の試験刺激で除痛効

果を判定できるため，除痛効果を認めない症例にお

いては手術侵襲を抑えられるという利点がある。下

肢を優位とする上下肢の疼痛に対して，今回の方法

は一つの選択肢と考えられる。

神経障害性疼痛は，知覚求心路が障害され病巣よ

り上位の神経系で過放電が発生することが疼痛発生

の原因の一つと報告されている 5）。この神経興奮を

抑制することを目的とし運動野刺激術や脳深部刺激

術などが行われている 3）。近年，脳卒中後疼痛への

SCSの有効性が報告されている 1）。効果発生機序は

現時点では未解明であるが，神経障害部位よりも下

位における脊髄電気刺激で除痛効果を認める症例が

存在する。脳挫傷を原因とする疼痛に対しても障害

部位よりも下位での SCSにて除痛効果を期待でき

る症例が存在し，治療選択枝の一つとして検討する

価値はあると考えられる

Ⅳ ────────────── おわりに─

脳挫傷を原因とする上下肢の疼痛に対して SCS

が有効であった。下肢を優位とする上下肢痛の場

合，4 極電極を頸椎，胸椎レベルにそれぞれ 2 本留

置する方法は一つの選択肢と考えられる。

神経外傷Vol.34 2011
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A case of permanent diabetes insipidus
following multiple sphenoid fractures

surrounding the pituitary gland

SAYAKA ITO, MINORU KIDOOKA, TAKAHIRO ISOZUMI

HIDEHIKO LEE, SHIGEHARU FUKAO

Department of Neurosurgery, Dai-ni Okamoto General Hospital

A 34-year-old man fell down after his head was hit by a big
metalic mass toward the wall.  The patient had headache,
nausea, and amnesia at arrival to our hospital.  A Computed
Tomography (CT) scan showed diffuse pneumocephalus,
hematoma surrounding the sella turcica, a linear bone fracture
on the right vault, and multiple sphenoid fractures.  The patient
underwent diabetes insipidus (DI) 10 days after admission.
Treatment using desmopressin was started, but the patient
was discharged with DI.  Two years and 4 months after
discharge, the patient still had DI.  We report a rare case of a
late onset permanent DI following skull base fracture.  When
the lesion near the pituitary stalk is suspected, DI has to be
considered.
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症例報告

Ⅰ────────────── はじめに ─

頭部外傷後の永続的な尿崩症の報告は少ない。我々

は，蝶形骨多発骨折に永続的尿崩症を合併した 1 例

を経験したので文献的考察を加え報告する。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

患　者：34 歳，男性

主　訴：頭痛，嘔吐，健忘

既往歴：なし

現病歴：クレーンを運転中に金属塊と壁に頭部を

挟まれ転落受傷し当院に救急搬入された。

搬入時身体所見：バイタルサインに問題なく，両

側耳出血，両側鼻出血（両髄液鼻漏を合併）を認め

た。頭部以外の外傷なし。

搬入時神経所見：Glasgow Coma Scale（GCS）14

点（E4V4M6），会話可能，四肢麻痺なし。受傷時点

の健忘あり。嘔吐，頭痛あり。開口障害（2 横指）あ

り。顔面麻痺なし。左眼外転障害あり。その他の異

常なし。

血液生化学所見：異常所見なし。

神経放射線学的所見：

搬入時頭部単純 CT（Fig.1-a, b）；頭蓋内くも膜下

神経外傷Vol.34 2011
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腔にびまん性の気脳症，鞍隔膜下血腫を認めた。

CT骨条件（Fig.2-a, b, c, d）；右側頭骨から頭頂骨

にかけての線状骨折を認めた。蝶形骨の多発骨折，

蝶形骨洞内出血を認めた。環椎，軸椎に骨折なし。

受傷翌日の頭部MRI；CT所見に加え，左後頭頭

頂部くも膜下出血（SAH），右後頭部 SAH，左迂回

槽 SAH，両側前頭部 SAH，右前頭葉脳挫傷，右側

頭葉から後頭葉に及ぶ脳挫傷を認めた。脳幹部実

質，脳梁，視床下部，下垂体柄，下垂体に脳挫傷を

認めなかった（Fig.3-a, b）。

入院後経過：蝶形骨多発骨折，錐体骨骨折を伴う

気脳症，髄液鼻漏，耳漏に対し，安静臥床で抗生剤

の点滴を 14 日間施行したところ，感染徴候なく，

髄液鼻漏，耳漏は自然治癒し，髄液漏は再発しな

かった。搬入時から認められた左外転神経麻痺は

神経外傷Vol.34 2011
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Fig. 1 Head Computed Tomography (CT) scan on ad -
mis sion.

Diffuse neumocephalus is seen in 1a, and hematomas in
sella turcica and sphenoid sinus were seen in 1b.

a

b

c

d

Fig.2 Bone imaging of head CT scan.

Linear fracture of right fronto-parieto-temporal bone was
seen in 2a, longitudinal fracture of left petrous bone was
seen in 2b, and, multiple sphenoid bone fractures were
seen in 2c and d.
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Vit.B12 投与にて 3 ヵ月半後に消失した。受傷から

10 日後，尿量 6500 ml／日，尿比重 1.003 を認め尿崩

症と診断した。尿崩症に対しバゾプレッシン皮下投

与からデスモプレッシン点鼻へ変更し，尿量管理し

た。受傷から 14 日後，両側外傷性遅発性顔面神経

麻痺（完全麻痺）を認め，ステロイドパルス療法を 1

クール施行しても軽快せず，兎眼に対する形成外科

手術を要した。受傷から約 2 ヵ月半後尿崩症を後遺

して退院した。

退院後経過：初回退院後から 2 年 4 ヵ月間　尿崩

症は持続していて，デスモプレッシン点鼻は 10 µg／

日の維持量が必要である。副鼻腔炎の合併のために

一時的に点鼻量を増加した以外は，点鼻量の変更は

なかった。

Ⅲ────────────── 考　　察 ─

頭部外傷後尿崩症の発症率は文献により 2.9％か

ら 26％と大きく異なる 2,5）。いずれも集中治療を要

した重症頭部外傷に占める割合である。永続的な尿

崩症は 0 から 7％とまれである 1,2,3）。下垂体後葉の

血腫による尿崩症は通常急性に発症し，一過性であ

ることが多い。それに対し，遅発性に発症する尿崩

症は，急性期にトルコ鞍内に血腫を認めた症例で

も，剖検上は，後葉の変性ではなく，視床下部，も

しくは下垂体柄の変性が原因の主体であることが多

く，これらの変性はMRIでの検出は乏しく，顕微

鏡学的な変化にとどまることもあると報告されてい

る 4）。このため，遅発性尿崩症に対する後葉の血腫

除去手術の適応には議論の余地がある。

頭蓋底骨折と尿崩症の関連では，集中治療を要し

た重症頭部外傷の 75％に頭蓋底骨折を認め，そのう

ち，70％が蝶形骨骨折であるが，尿崩症の合併はわ

ずか 5％にすぎないとの報告がある 6）。

本症例は，鞍背などに及ぶ蝶形骨の多発骨折と急

性期にトルコ鞍内の血腫を認め，遅発性に尿崩症が

出現した。尿崩症の発生機序については，下垂体後

葉の血腫による物理的圧迫に伴う変化よりも，遅発

性の血管攣縮などによる虚血性変化に伴う下垂体柄

の障害が疑われ，興味深い所見と思われた。ただ，

視床下部，下垂体柄の障害をMRI画像では検出す

ることができなかった。我々は，尿崩症を発症時の

トルコ鞍内の血腫は圧迫効果が大きくなく，手術適

応はないと判断したが，過去の報告にある遅発性尿

崩症の病態を考慮すると正しい判断であったと考え

られる。

Ⅳ ────────────── おわりに─

本症例は両側からの外力による頭部外傷により蝶

形骨の多発骨折をきたし，それに伴う永続的尿崩症

を発症した。外傷後の永続的な尿崩症はまれな病態

であるが，デスモプレッシン点鼻で管理良好であっ

神経外傷Vol.34 2011
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Fig. 3 Brain Magnetic Resonance Imaging (MRI) T1
weighted image (WI) and T2WI (3a and b, respective-
ly).

3a and b showed no abnormal signals in the pituitary stalk.
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た。下垂体近傍の病変が疑われた場合，尿崩症への

配慮が必要と思われた。
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Effect of “Jidabokuippo” for subgaleal
hematoma with skull fractures:

A case report

SHINICHIRO TSUGANE, TOSHIKI FUKUOKA, KINYA YOKOYAMA

MOTOKI OHEDA, ARIHITO TSURUMI, NORIYUKI SUZAKI
KENJI IMAGAWA, TATSUO TAKAHASHI

Department of Neurosurgery, Nagoya Medical Center

Authors report rapid resolution of an 8-year-old boy's sub -
galeal hematoma with skull fractures by taking “Jidabokuippo”
orally.  He was hospitalized for the treatment for brain contu-
sion, depressed skull fractures, and subgaleal hematoma.  He
underwent the reconstruction of the skull 9 days after the
injury.  The temporal muscle and scalp were fixed to the skull
with sutures through screws and V-shaped holes in the skull.
However, the subgaleal hematoma worsened on the next day
of the surgery.  He began to take Jidabokuippo on the third
day of the surgery.  The hematoma nearly disappeared on the
fifth day of surgery.  It is said that Jidabokuippo has anti-
congestive and anti-inflammatory action.  Authors think that
this action of Jidabokuippo caused the resolution of hematoma.
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症例報告

Ⅰ────────────── はじめに ─

帽状腱膜下血腫は，ごく軽い頭部外傷後でもみら

れることがあり，多くは 2〜4 週間経過観察するの

みで自然寛解し，血腫腔穿刺やバンドによる圧迫は

すすめられない 4,5,10）。筆者らは，頭蓋骨陥没骨折を

伴った帽状腱膜下血腫で，陥没骨折の手術後に漢方

薬の治打撲一方（ぢだぼくいっぽう）を内服したとこ

ろ，早期に改善した症例を経験したので報告する。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

患者：8 歳，男児。

既往歴・家族歴：特記事項なし。

神経外傷Vol.34 2011
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経過：自転車乗車中に自動車にはねられ受診。来

診時の意識レベルは JCS I-1。右側頭骨と左前頭骨

に陥没骨折を認めた（Fig.1, Fig.2）。左側の前頭骨陥

没骨折から連続して，さらに骨折線が左人字縫合まで

達しており，帽状腱膜下血腫を認めた（Fig.1, Fig.2）。

受傷翌日には意識清明となり，受傷 9 日目に頭蓋形

成術を行った。左側は，線状骨折部の板間層から出

血が続いており，骨膜が損傷していて，帽状腱膜下

血腫形成の原因となっていると考えた。骨折部をプ

レートで固定し，板間層からの出血を止血した。骨

固定に用いたプレートのスクリューや，頭蓋骨に

穿った数箇所の V 字型の小孔（chevron holes）に，

縫合糸を通して側頭筋・帽状腱膜を固定した 3,8,9）

（Fig.3）。ところが，手術翌日には，帽状腱膜下血腫

が手術前よりも増加していた（Fig.3）。治打撲一方

（1 日 5 グラム／分 2）を手術から 3 日後（受傷 12 日

後）に内服したところ，内服開始 3 日目（受傷 14 日

後，手術 5 日後）には血腫はほぼ消褪していた。受

傷 16 日後（手術 7 日後）の頭部 CTで，血腫の消失

が明らかであった（Fig.4）。内服は 5 日間続けて終了

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Skull X-ray film shows fractures (A & B, arrows).
Bone image of CT scan shows subgaleal hematoma (C, asterisk).

Fig.2 Three-dimensional CT scan shows right sided depressed skull fracture (A, arrow), left sided depressed skull
fracture (B, arrow), and fracture line (B, arrowhead).
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したが，血腫は再発しなかった。その後，手術から

3 ヵ月経過した時点で頭皮を観察したところ，骨に

固定した部に一致して毛髪の再生が不良であった。

Ⅲ────────────── 考　　察 ─

帽状腱膜下には，頭皮の静脈と静脈洞をつなぐ導

出静脈があり，剪断力により，この静脈が損傷し，

帽状腱膜下血腫が生じるとされる 1,6）。多くの症例

では，鎮痛剤を使う程度で，経過観察のみで 2〜4

週間で自然寛解するとされている 4）。しかし，血液

凝固障害が原因の場合は，凝固因子の補充が必要に

なる場合がある 6）。また，乳児の場合は血腫量が多

ければ，ショックに陥ったり，輸血を必要としたり

神経外傷Vol.34 2011

Fig.3 On Day 10, bone image of CT scan shows the worsened subgaleal hematoma (A & B, asterisks) and chevron
holes (A & B, arrowheads).

Fig.4 On Day 16, bone image of CT scan shows resolution of the subgaleal hematoma (A & B).
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という事態があり得る 4,6）。

本症例では，骨折した頭蓋骨の板間層から出血し

ており，骨膜の損傷を認めたため，これが帽状腱膜

下血腫の主因となったと考えた。剪断力による導出

静脈の損傷で生じる場合よりも，より多くの出血が

あると考えたため，スクリューや chevron holesに

縫合糸を通し，頭皮を固定したが，手術翌日には，

さらに血腫が増加した。また，数ヵ月経過したとこ

ろ，頭皮固定部に一致して毛髪の再生が不良となっ

た。縫合糸による張力で頭皮の血流が低下したこと

により，毛髪の再生が不良となった可能性があると

考えられた。文献では，スクリューや chevron holes

に縫合糸を用いて固定する方法は，側頭筋を固定す

る目的でなされていた 3,8,9）。頭皮を頭蓋骨に縫合糸

で固定しても，帽状腱膜下血腫の発生を防止できな

いだけでなく，毛髪再生が不良となる可能性が高く

なると思われる。

治打撲一方は，打撲によるはれ及び痛みに対して

処方されるとされ，顔面挫傷，骨盤骨折，大腿骨骨

折，足関節捻挫の腫脹や疼痛に対して効果があった

との記載がある 2,7）。構成生薬は 7 種類で，循環改

善・鎮痛・抗炎症作用等が期待できる 2,7）。これら

の効果により，血腫や骨折した部の腫脹が改善する

と考えられる。ただし，骨片の変位がある場合に

は，治打撲一方の効果を期待できない可能性がある

と考えられており 2），本症例のように陥没骨折を

伴って帽状腱膜下血腫を生じた場合には，骨の整復

が必要になると思われる。また，瀉下作用を持つ生

薬が含まれる 2）ため，脱水に注意して処方する必要

がある。
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A case of iatrogenic anterior cerebral artery
aneurysm
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Pseudoaneurysms on the peripheral part of the anterior
cerebr al artery (ACA) are sometimes caused by head injury.
We have encountered a case of pseudoaneurysm of the ACA
caused by ventricular tapping during a shunt operation.
A 67-year-old woman had aneurysmal clipping surgery at

the onset of subarachnoid hemorrhage due to ruptured left
middle cerebral artery aneurysm.  She developed normal pres-
sure hydrocephalus and ventriculoperitoneal shunt surgery
was performed.  During the operation, we tried to tap the
anterior horn of the right lateral ventricle, but, the ventricular
needle did not run smoothly.  Removing the inner cylinder,
active arterial bleeding was observed.  Postoperative CT images
showed intraventricular hematoma and intracerebral hematoma
in the right frontal lobe.  Immediately, external ventricular
drainage was performed via the left anterior horn of the
lateral ventricle.  An angiogram showed an aneurysm at the
non-bifurcation portion of the distal right ACA.  Radical treat-
ment of the aneurysm was performed.  A clot was observed
on the right side of the bifurcation of the peripheral ACA.
After removing the clot, it was clear that all layers of the
vessel wall were perforated suggesting a pseudoaneurysm.
Suturing and wrapping was performed at the orifice.  The
intraoperative angiogram did not show the distal part of the
ACA from the pseudoaneurysm.  Postoperative CT images
did not show a cerebral infarction.  The patient underwent
ventriculo peritoneal shunt surgery 1 month later.  She was
discharged without any neurological deficits.
It is important to avoid injury of the ACA when tapping the

lateral ventricle.  If injury of the cerebral artery is suspected
because of bleeding, the cerebral artery should be immediate-
ly investigated and the injury should be treated to prevent
further bleeding.  Neck clipping for pseudoaneurysm is often
difficult and surgeons should also be prepared for vascular
anastomosis.

196

症例報告

Ⅰ────────────── はじめに ─

外傷機転を契機として，大脳鎌による直接損傷の

ために前大脳動脈に仮性動脈瘤を生じることがあ

る。一方，手術操作によって仮性動脈瘤を生じる機

序としては，腫瘍や動脈瘤から血管剥離を行う際の

神経外傷Vol.34 2011
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損傷や経鼻手術が報告されている。今回，私達は

シャント手術時に脳室穿刺針で前大脳動脈を損傷

し，仮性脳動脈瘤を生じた 1 例を経験したので，反

省を込めて報告する。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

67 歳，女性。くも膜下出血にて発症した（Fig.1-

A）。来院時 Hunt & Kosnic grade 4 で，破裂左中大

脳動脈瘤（Fig.1-B）に対してクリッピング術を施行し

た。術後の脳血管撮影では，左中大脳動脈瘤はク

リッピングされており（Fig.2-B），前大脳動脈に動脈

瘤を認めなかった（Fig.2-C）。発症 3 ヵ月後に脳室拡

大を認め（Fig.3-A），JCS 3 の状態で脳室腹腔短絡術

を施行することとした。脳室穿刺針で右前角を穿刺

しようとした際に脳表から 4.5 cm の点で抵抗が

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1

A: Brain CT images at the onset of subarachnoid hemorrhage: Diffuse subarachnoid hemorrhage was seen predominantly on
the left side.

B: Angiogram of cerebral arteries at the onset of subarachnoid hemorrhage: An aneurysm was revealed at the bifurcation of
the middle cerebral artery.  The anterior cerebral arteries were intact.

Fig.2

A: Brain CT images after the clipping of the left middle cerebral artery.

B: Three-dimensional digital subtraction angiogram of the left internal carotid artery after the clipping of the left middle cerebral
artery aneurysm: The aneurysm is completely clipped.

C: Right internal carotid artery angiogram after the clipping: There is no aneurysm at the anterior cerebral arteries.
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あったため，一旦脳室穿刺針の内筒を抜くと激しい

動脈性の出血を認めた。骨孔を拡大するように骨削

除を追加し，脳表を確認したが異常を認めず，穿刺

した tractからの出血であった。しばらくして出血

の勢いが弱まり頭皮を縫合した。直ちに施行した頭

部 CTでは右前頭葉内側の脳内出血と脳室内出血を

認めた（Fig.3-B）。CT後手術室に戻り左前角穿刺で

持続脳室ドレナージを留置した。翌日施行した脳血

管撮影では右前大脳動脈末梢の血管分岐部ではない

部分に最大径 2.2 mmの動脈瘤を認め（Fig.3-C, D），

脳室穿刺針による損傷にて生じた仮性動脈瘤と診断

した。翌日，両側前頭開頭にて右前大脳動脈末梢部

の動脈瘤根治術を施行した。術中所見では右前大脳

動脈末梢部に血餅が付着しており（Fig.4-A），これを

剥離すると右前大脳動脈末梢分岐部から右側面にず

れた部位に血管壁全層にわたった穿孔を認め（Fig.4-

B, C），穿孔部分を縫合閉鎖し，さらに薄い綿片，ス

ポンゼルで wrappingを行った（Fig.4-D）。術中脳血

管撮影では穿孔部より末梢の前大脳動脈は描出され

なかったが，Dopplerでは back flowの血流を認め

たためそのまま閉頭した。

術後 CTで脳梗塞を認めず，back flowにより右

前大脳動脈の血流が保たれているものと思われた。

さらに 1 ヵ月後に左前角穿刺により脳室腹腔シャン

神経外傷Vol.34 2011

Fig.3

A: Brain CT images 3 months after the onset of subarachnoid hemorrhage:
Hydrocephalus is evident.

B: Brain CT images after the trial of ventricular tapping: Intraventricular hematoma
and intraparenchyaml hematoma in the right frontal lobe are visible.

C, D: Conventional and 3-dimensional digital subtraction angiogram of right internal
carotid artery after the trial of ventricular tapping: An aneurysm was revealed at the
peripheral site of the right anterior cerebral artery.
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ト術を施行し（Fig.5），意識レベル JCS 1，神経脱落

症状なく自宅退院した。

Ⅲ────────────── 考　　察 ─

外傷性頭蓋内動脈瘤は頭蓋内動脈瘤の 1％以下の

頻度で，多くは仮性動脈瘤である 4）。仮性動脈瘤は

血管全層にわたって損傷を受けた場合に生じ，動脈

瘤壁には正常血管壁の成分は存在せず，器質化した

血腫，線維性組織で構成されている 9）。外傷性頭蓋

内動脈瘤の大部分は閉鎖性頭部外傷によるものであ

るが，手術操作に伴って医原性に生じた例も報告さ

れている 3）。

神経外傷Vol.34 2011

Fig.4 Intraoperative photographs.

A: An arrow indicates the clot on the branch of the right anterior cerebral artery.

B: A view after removal of the clot.

C: Arrowheads indicate the orifice of the pseudoaneurysm on the right wall of the bifurcation of the peripheral anterior cerebral
artery.

D: The orifice of the pseudoaneurysm was sutured and coated.

Fig.5 Brain CT images after the surgery for ventriculo-
peritoneal shunt.
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Darioらがまとめた，医原性頭蓋内動脈瘤 52 例の

報告 3）によれば，初回手術対象となった疾患は多い

ものから髄膜腫 9 例，下垂体腺腫 9 例，動脈瘤 7

例，副鼻腔炎・鼻茸・副鼻腔腫瘍 7 例などとされて

いる。さらに，外傷性頭蓋内動脈瘤形成の原因と

なった手技は，経鼻手術 15 例，開頭腫瘍摘出術 13

例が多いが，穿頭手術も 7 例ある。その内訳は脳室

穿刺 2 例，硬膜下血腫穿刺 3 例，脳膿瘍穿刺 1 例，

定位的脳生検 1 例とされている。その後も，穿頭手

術による外傷性脳動脈瘤形成の合併例が報告されて

おり，Jenkinsonらはシャントチューブ抜去後に中

大脳動脈末梢に異物反応としての真性動脈瘤を生じ

た例 5）を，Shiraneらはシャントチューブ抜去時に

脈絡叢と伴に前脈絡叢動脈が内頸動脈から引き抜け

て仮性動脈瘤が生じた例 11）を報告している。また，

定位的脳生検後に中大脳動脈末梢に仮性動脈瘤形成

した例や 10），脳圧モニター抜去後に前大脳動脈末梢

に仮性動脈瘤を生じた例 7）などが報告されている。

医原性頭蓋内動脈瘤 52 例中，動脈瘤形成の原因

となった手術中に出血を認めたのは 33 例（66％）で

あり，穿頭術 7 例のうち術中出血があったのは 4 例

であったと報告されている 3）。上述した穿頭手術後

に外傷性脳動脈瘤形成を合併した報告でも，術中に

は外傷性脳動脈瘤の形成を疑われておらず，診断確

定までに時間を要している 5,7,10,11）。シャントチュー

ブ抜去後に前脈絡叢動脈の引き抜けによって仮性動

脈瘤が生じた例 11）と異物反応としての真性動脈瘤を

生じた例 5）とでは，術直後の CTでは出血は少量で

あったが，各々，12 日間 11），8 週間 5）が経過した後

に再出血をきたしたとされている。脳圧モニター抜

去後に仮性動脈瘤を生じた例では，術中に出血を認

めず，18 日後の CTで初めて出血を認めたとされて

おり 7），定位的脳生検後に仮性動脈瘤を生じた例で

は，術後 3 ヵ月に少量の出血を認め，さらに 1 年経

過して造影される腫瘤として動脈瘤の形成を指摘さ

れている 10）。一時遮断目的の clippingは真性動脈

瘤形成の原因となり得ることが言われているが 6），

仮性動脈瘤が形成されるには血管壁全層の損傷が生

じているはずである。しかし，術中低血圧下では，

動脈壁の小穿孔からの出血は速やかに止血し，術後

血圧上昇とともに仮性動脈瘤が形成されることが報

告されており 2），術野で明らかな動脈性出血を認め

るとは限らない。我々の症例では術中に激しい動脈

性出血をきたしたため，速やかに血管評価が必要と

判断した。術中に動脈性出血をきたさない場合で

も，術後 CTで穿刺経路に少量の脳内出血を認める

場合や，数日経過してから，穿刺経路に一致した出

血が出現した場合などは，再出血をきたす前に仮性

脳動脈瘤形成を疑って速やかに血管評価を行う必要

があると思われる。また，外傷性脳動脈瘤は術後急

性期が過ぎてから増大，再出血をきたすことが少な

くないことにも注意が必要である。

医原性外傷性脳動脈瘤の治療は，Darioらの報告 3）

では，親動脈遮断および動脈瘤切除（血行再建併用

を含む）25 例，クリッピング 10 例，穿孔部縫合 1

例，coating 1 例，血管内治療 2 例であった。定位

的脳生検後に中大脳動脈末梢に生じた仮性動脈瘤の

例では，動脈瘤切除＋端々吻合が行われている 10）。

また，内頸動脈から前脈絡叢動脈が引き抜けて生じ

た仮性動脈瘤の例では，内頸動脈を形成するよう

に，穿孔部を縫合したとされている 11）。クリッピン

グが困難な例も多いため，近年は血管内治療も試み

られているが，broad neck，分岐部以外に存在，動

脈瘤壁が脆弱などの理由から血管内治療が可能であ

る例は限られている。初回手術時に動脈損傷部位に

celluloseと biobondで coatingを行っていた例や，

残存腫瘍が付着していたために瘤内塞栓が可能で

あった例を含め，瘤内塞栓が可能であった例が報告

されている 1,8,12）。我々の症例では動脈壁に穿孔を認

め，血管内腔を温存しつつ縫合して閉鎖を試みた

が，結果的に閉塞した。本症例では幸いにも back

flowにより脳梗塞を免れたが，仮性動脈瘤を疑った

場合には血管吻合の準備も行い手術に臨むべきと思

われた。
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Ⅳ ────────────── おわりに─

穿頭手術でも仮性動脈瘤を生じる可能性があり，

術中出血，術操作時の抵抗，術後出血などから動脈

瘤形成を疑い，速やかに血管評価を行う必要があ

る。動脈瘤の形状，親動脈の血管径，動脈瘤の存在

位置などから，clippingの可否，血管吻合の必要性

を十分に検討し，速やかに治療を行う必要がある。
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短　　報

Ⅰ────────────── はじめに ─

16 歳から 45 歳の重症頭部外傷患者を対象とした

Cliftonらによる早期低体温療法の多施設共同研究

The National Acute Brain Injury Study: Hypothermia

II（NABIS: H II）は，神経保護目的の早期低体温導

入の有用性を見いだせず，低体温群において体循環

維持目的の補液が有意に多く脳圧も有意に高いとい

う逆説的な結果を得た。一方，緊急で減圧開頭を要

した血腫合併群については低体温の有効性が示唆さ

れた 2）。この結果を受けて当施設で緊急減圧開頭と

脳低温療法を行った症例の検証を試みた。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

1995 年以降に当施設で緊急開頭術と脳低温療法を

施行した重症急性硬膜下血腫の 64 症例を対象とし，

診療録，画像所見をもとに後ろ向きに検討した。脳

低温療法の適応は原則 Glasgow Coma Scale（GCS）

6 以下としたが，GCS 7, 8 の talk and deteriorate症

例，脳圧亢進症例を含む。頭部 CTで異常所見を確

認後，直ちに胃管から冷水注入を開始し，引き続き

緊急開頭術を施行した。術後は体表冷却法により深

部温 33〜34℃を 2 日間以上継続し，脳圧，画像所

見を指標に 1℃／日で復温した。初期の数例を除き，

ミダゾラム，ブプレノルフィン，ベクロニウム静脈

投与により鎮静，鎮痛を行い，原則として気管切

開，経腸栄養を 24 時間以内に開始した。転帰は

3 ヵ月後の Glasgow Outcome Scale（GOS）により判

定した。統計解析は JMP（SAS Institute Inc., Carry,

NC, USA）を用いた。

神経外傷Vol.34 2011
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Ⅲ────────────── 結　　果 ─

対象患者は 2 歳から 72 歳までの 64 名（男性 37 名，

女性 27 名，43.0 ± 21.3 歳〔平均 ± 標準偏差〕）で，受

傷機転は自転車 17 名，バイク 15 名，転倒・墜落 15

名の順であった。GCSは 4.9 ± 1.5，瞳孔所見は両

側散大 16 名，一側散大 20 名，対光反射消失 33 名

であった（Table 1）。

来院時体温は平均 36.0℃で，受傷からの中央値は

冷却開始まで 91.5 分，深部温 34.5℃到達まで 180

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 Demographic characteristics

Characteristic Value，mean ± SD，median，（range）
Age,�years 43.0 ±�21.3，48，（2〜73）
Gender（M�⁄�F）,�n 37 ⁄�27
Mechanism�of�injury

Car�passenger,�n 2
Motor�bike,�n 15
Bicycle,�n 17
Pediatrician,�n 8
Fall,�n 15
Others,�n 7

Glasgow�Coma�Scale 4.9 ±�1.5，5，（3〜8）
3,�n 17
4,�n 11
5,�n 11
6,�n 15
7,�n 7
8,�n 3

Pupillary�findings

bilaterally�dilated,�n 16
unilaterally�dilated,�n 20
lack�of�light�reaction,�n 33

Temperature�on�arrival,�˚C 36.0 ±�0.77，36，（34.2〜 38.2）
Time�to�start�cooling,�minutes 197 ±�395，91.5，（25〜2705）

reach�<�34.5˚C,�minutes 369 ±�654，180，（0〜4118）
operation,�minutes 242 ±�280，152，（25〜1633）

Duration�of�hypothermia,�day 7.8 ±�3.7，7.0，（1〜21）
Operation��once,�n 40

twice,�n 17
three�times,�n 7

ICP�before�decompression,�mmHg* 47.5 ±�19.2，49.5，（8〜84）
after�decompression,�mmHg** 12.9 ±�11.2，8.5，（0〜42）

M: male, F: female, ICP: Intracranial pressure, *n=25, **n=54
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分，手術開始まで 152 分であった。開頭前に脳圧を

測定し得た 25 名の脳圧は平均 47.5 mmHgであり，

40 名に 1 回，17 名に 2 回，7 名に 3 回の開頭術を

施行，術後脳圧は平均 12.9 mmHgであった。復温

完了まで 7.8 ± 3.7 日（1〜21 日，積極的治療中止の

7 例を含む）を要した。

患者の転帰は良好（GR + MD）が 37.5％，不良（SD

+ VS + D）が 62.5％，死亡 33％であった（Fig.1）。転

帰不良の関連因子は，高年齢（p=0.043），術後脳圧

高値（p=0.033），早期手術（p=0.003，早いほど不

良），術中低血圧（p=0.025）であった（ロジステック

回帰分析）（Table 2）。45 歳以下と 46 歳以上の転帰

に有意差を認めた（前者の転帰良好 52％，不良

48％，うち死亡 14％に対し，後者では同様に 26％，

74％，49％〔p=0.033，χ2 検定〕）。死亡原因は低体

温中に制御不能の脳圧亢進から脳死に陥ったものが

17 名，感染症からの多臓器不全 2 名，血液凝固障害

1 名，復温後の合併症 1 名であった。最近の治療技

術の進歩と転帰との関連をみるため，対象患者がほ

ぼ等分される 2001 年以前の 31 名と 2002 年以降の

33 名を比較検討した。平均年齢は 38.3 歳と 47.4 歳

で後期に高く（p=0.044），平均 GCSは 5.2 と 4.6 で

後期に重症例が多い傾向（p=0.086）がみられたが，

治療成績に差はなく，また，後期に合併症死や 16

歳から 45 歳の死亡はなかった。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

2001 年，NABIS: Hにおいて低体温療法の有用性

は全体として否定されたが，来院時すでに低体温を

呈した 16 歳から 45 歳については有用性が示唆され

た 1）。NABIS: H IIでは，転帰不良と死亡率は低体

温群で 60％，23％，平温群で 56％，18％と差がな

く，頭蓋内血腫を除去した群でのみ低体温療法の有

効性（低体温群の転帰不良 33％に対し平温群では

69％，p=0.02）が示された 2）。当施設の成績もほぼ

同等であったが，治療技術の進歩に伴い合併症と若

年者の死亡は減少傾向にあり，65 歳以上，術前

GCS 3，脳圧 50 mmHg以上であっても術後脳圧が

制御されれば転帰良好な症例が存在した。NABIS:

H IIでは，48 時間経過後に脳圧に関係なく 2 時間

に 0.5℃ずつ復温され，低体温群において補液量と

脳圧が有意に高く，脳圧制御という低体温療法の一

面が相殺されている。わが国の頭部外傷データバン

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Relationship between GCS and GOS.

GR: good recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability, VS: persistent vegetative state, D: death
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Table 2 Factors associated with outcome

Factor
favorable poor

p value
n=24（37.5％） n=40（62.5％）

Age,�years 35.4 46.7 0.027
Blood�glucose,�mg/dL 176.6 181.3 0.37
FDP,�µg/mL 47.3 88.4 0.096
d-dimer,�µg/mL 26.5 27.8 0.45
Lactate,�mg/dL 4.28 3.8 0.69
pH 7.37 7.23 0.2
pCO2,�mmHg 42.8 39.7 0.25
pO2,�mmHg 310.5 316 0.46
Systolic�BP,�mmHg 143.7 155.4 0.087
Diastolic�BP,�mmHg 76.2 83.3 0.063
Heart�rate,�bpm 83.3 77.7 0.33
Respiratory�rate,�bpm 20.9 21.1 0.46
Body�temperature,�˚C 36.1 36.1 0.61
Preoperative�ICP,�mmHg 42.4 48.7 0.21
Postoperative�ICP,�mmHg 8.3 13.9 0.014
Time�from�injury�to�cooling�time,�minutes 196.4 197.1 0.5

reach�34.5˚C,�minutes 358 373.9 0.46
OP,�minutes 388 171.5 0.036

Lowest�systolic�BP�during�OP,�mmHg 95.3 84.2 0.03
Lowest�diastolic�BP�during�OP,�mmHg 52.6 46.9 0.081
Blood�loss,�mL 792.1 966 0.17
Gender,�male�％ 38 44 0.43
Combined�injury,�％ 14 26 0.36

Japan�Coma�Scale�(％)
300（16.7）
200（70.8）

10〜100（12.5）

300（32.5）
200（45）

10〜100（22.5）
0.38

Glasgow�Coma�Scale（％）
3（16.7）

4〜5（41.7）
6〜8（41.7）

3（32.5）
4〜5（20）
6〜8（37.5）

0.45

Glasgow�Coma�Scale�-�motor�score（％）
1（20.9）

2〜3（41.7）
4〜6（37.5）

1（32.5）
2〜3（25）
4〜6（42.5）

0.63

Pupillary�size,�abnormal％ 76 53 0.13
Light�reaction,�abnormal％ 81 77 0.48

BP: blood pressure, ICP: Intracranial pressure, OP: operation
Logistic regression analysis was used for contineous variables and chi-square test for categorical data.
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クにおける検討では，積極的平温療法を含む体温管

理は evacuated mass lesionに多く施行されていた 3）。

また，GCS 3〜5 の重症群，脳圧高値群に対する低

体温療法の有用性が報告され，低体温維持は 72 時

間以上が大部分であった 5）。メタアナリシスは長期

低体温の有効性を示している 4）。当施設の成績も含

め，血腫合併例は脳低温療法の良い適応であり，脳

圧不問の管理法はあり得ず，病態に応じた低体温維

持期間の延長は必須と考える。

Ⅴ────────────── おわりに ─

当施設で緊急減圧開頭と脳低温療法を行った重症

急性硬膜下血腫 64 例につき検討した。全体の 37.5％

に転帰良好が得られ，高年齢，術後脳圧高値，早期

手術，術中低血圧が転帰不良に関連した。
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短　　報

Ⅰ────────────── はじめに ─

急性硬膜下血腫（SDH）は局所性脳損傷の一病態で

あり，重症頭部外傷（TBI）の中でも代表的な病態で

あるが，現在においても転帰が良好であるとはいえ

ないのが現状である。また，重症 TBI症例は急性期

に脳循環障害をきたし，それが転帰に影響を及ぼし

ていることが知られている。しかし，TBIの病態は

非常に多彩であり，症例により脳循環動態が異なる

と考えられる。今回我々は，来院時あるいは治療経

過中に GCSが 8 点以下を呈した重症頭部外傷に対

して，急性期の Day 1 から 3 の間に脳血流量（CBF），

平均通過時間（MTT），脳血液量（CBV）を測定し，

SDHの脳循環障害の状態を年齢，重症度，転帰と

あわせて他の頭部外傷の病態と比較検討を行い，病

態に応じた治療が必要であるかを検討した。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

対象は 2002 年より 2008 年に当施設にて入院加療

を行い，脳循環評価を行いえた重症 TBI症例連続

69 例（♂58 例，♀11 例，平均年齢 45.5 歳）である。

来院時心肺停止症例および脳循環評価を施行する前

に脳ヘルニアをきたした症例は除外した。来院時の

CTにより 69 例を局所性脳損傷として SDH，脳挫

傷 ＆ 脳内血腫，瀰漫性脳損傷として Diffuse Axonal

神経外傷Vol.34 2011
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Injury（DAI）（Traumatic Coma Data Bank: TCDB

type II），瀰漫性脳腫脹（TCDB の type III および

type IV）の 4 病態に分類して年齢，来院時重症度，

脳循環動態，転帰を検討した。脳循環評価は Day 1

から 3 の急性期に施行し，占拠性病変に対しては手

術による減圧を優先して術後に施行した。脳循環評

価は通常のルーチン CT検査に引き続き Xe-CTお

よび perfusion CT を同時に施行し，Xe-CT より

CBFを測定し，perfusion CTよりMTTを測定し，

これらの積により CBVを算出した。なおMTTは

組織の time-density curveの上昇および下降の変曲

点間の時間とした 1）。脳循環は視床および大脳基底

核を含むスライスで測定を行い，各パラメータ値は

左右大脳半球の平均値とし，mean ± SDで示した。

転帰は 3 ヵ月後あるいは退院時の状態を Glasgow

Outcome Scale（GOS）scoreにて評価を行った。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

CT画像所見から分類した SDH，脳挫傷 & 脳内

血腫，DAI，瀰漫性脳腫脹をそれぞれ A群，B群，

C群，D群とした。症例数は A群，B群，C群，D

群それぞれ 28，14，16，11 例であった。

（1）局所性脳損傷と瀰漫性脳損傷の比較

局所性脳損傷群（A + B群：42 例）は瀰漫性損傷

（C + D群：27 例）に比較して年齢が有意に高かった

が，来院時 GCSおよび転帰においては有意な差は

認めなかった。脳循環に関しては，CBFはそれぞれ

26.4 ± 8.7，34.2 ± 14.1 ml ⁄ 100 g/minと有意に局所

性脳損傷が低値を示し，MTTはそれぞれ 7.0 ± 1.4，

6.3 ± 1.3 secと局所性脳損傷において有意に延長し，

CBVはそれぞれ 2.9 ± 0.7，3.4 ± 0.9 ml ⁄ 100 gと局

所性脳損傷において有意に低下していた（Table 1）。

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 Comparison between focal injury and diffuse
injury

Focal injury Diffuse injury p value

Age 53.5 ± 20.9 34.9 ± 22.7 p<0.01

Male�⁄�Female 34 ⁄�8 24 ⁄�3

GCS�on�admission 6.4 ± 3.2 5.8 ± 2.8 0.44

GOS 2.9 ± 1.4 3.3 ± 1.5 0.23

CBF（ml�⁄�100 g/min） 26.4 ± 8.7 34.3 ± 14.2 p<0.01

MTT（second） 7.0 ± 1.4 6.3 ± 1.3 p<0.05

CBV（ml�⁄�100 g） 2.9 ± 0.7 3.4 ± 0.9 p<0.05
GCS, Glasgow Coma Scale; GOS, Glasgow Outcome Scale;
CBF, cerebral blood flow; MTT, mean transit time; CBV,
cerebral blood volume

Table 2 Comparison between SDH group (A group) and other groups

Group A Group B Group C Group D

Age 54.7 ± 22.1*,** 51.1 ± 18.7 35.4 ± 23.7* 34.1 ± 22.2** **Group�D�<�Group�A（p<.05）
*Group�C�<�Group�A（p<.05）

GCS�on�admission 5.7 ± 2.6 7.7 ± 3.8 5.9 ± 3.1 5.5 ± 2.4

GOS 2.6 ± 1.4 3.5 ± 1.3 3.4 ± 1.2 3.2 ± 1.8

CBF（ml�⁄�100 g/min） 26.1 ± 8.7* 27.0 ± 8.9 36.2 ± 13.2* 31.5 ± 15.8 *Group�A�<�Group�C（p<.05）

MTT（second） 7.3 ± 1.5* 6.6 ± 1.1 6.1 ± 1.2* 6.7 ± 1.3 *Group�C�<�Group�A（p<.05）

CBV（ml�⁄�100 g） 2.9 ± 0.7 2.8 ± 0.8 3.3 ± 0.8 3.4 ± 1.0
GCS, Glasgow Coma Scale; GOS, Glasgow Outcome Scale; CBF, cerebral blood flow; MTT, mean transit time; CBV, cerebral
blood volume
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（2）4 群間の比較

年齢において A群は C群と D群に対して有意に

年齢が高かった。来院時の GCSおよび転帰に関し

て A群は他の群と比較して有意差は認めなかった。

脳循環に関して A群は C群に比較して有意に CBF

は低く，MTTの延長が認められた。B群および D

群に対しても CBFは低値であり，MTTは延長して

いたが統計学的に有意な差は認めなかった（Table

2）。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

重症 TBIに対する治療の主眼は二次的脳損傷を最

小限にすることであり，病態の的確な把握が必要で

ある。しかし TBI受傷後の病態は均一ではなく個々

の症例により多彩な病態を呈することが知られてお

り，この病態を把握するために種々のモニタリン

グ，画像診断を施行する必要がある。また，頭部外

傷後の脳循環は受傷後よりダイナミックな変化をき

たし，受傷当日の hypoperfusion phase（Day 0），hyper-

emia phase（Day 1〜3），vasospasm phase（Day 4〜

15）の 3 phaseが存在すると報告されている 2）。これ

らの phaseに二次的脳損傷を引き起こす脳の虚血を

きたさないように治療を行うことが重要である。虚

血の評価としては CBFを測定することが重要であ

るが，CBF値のみでは虚血との評価は困難である。

近年，perfusionCT検査により得られるMTTが循

環障害の指標として優れていることが報告されてお

り 3,4），今回 Xe-CTによる定量的 CBFとあわせて

MTTを用いて脳循環障害を評価した。今回の結果

より SDHを含む局所性脳損傷は彌慢性損傷よりも

CBFは低値となりMTTは延長して虚血をきたして

いることが明らかになった。さらに有意な差はな

かったものの SDHは脳挫傷に比しても脳循環障害

をきたしており，病態により脳循環障害の相違が示

唆された。最近，低体温療法を早期に導入すること

により evacuated massを有する若年者 TBI症例に

有効であったと報告された 5）。これは evacuated

mass症例が急性期に虚血をきたすという動物実験

からの推測により，その有効性を考察しているが，

今回のわれわれの結果はこれに一致するものであ

る。

Ⅴ────────────── おわりに ─

SDHを含む局所性脳損傷は瀰漫性脳損傷に比較

して脳循環の障害を認めた。さらに局所性損傷の中

で SDHは脳挫傷に対して有意差は認めなかったも

のの脳循環は悪かった。SDHは年齢層が高く，急

性期に脳循環障害をきたしている病態が存在するた

め，二次的脳損傷を最小限にする治療・管理を行う

必要があることが示唆された。
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短　　報

Ⅰ ────────────── 問　　題─

急性硬膜下血腫は CT，MRI画像所見では脳実質

外に占拠する血腫であるが実際の開頭手術所見では

血腫の直下に脳挫傷の存在を認めることも多く，そ

の病態は決して単純ではなく，血腫直下にある大脳

皮質代謝への影響を臨床的に評価した報告は少な

い。

今回，我々は 123-I-iomazenil（IMZ）SPECTを用

いて急性硬膜下血腫症例における皮質領域の神経細

胞の viabilityを評価すると共に微小透析法 in vivo

microdialysisによる脳代謝モニタリングを実施した

ので文献的考察を加えて報告する。

Ⅱ ────────────── 目　　的─

123-I-iomazenil（IMZ）は中枢性ベンゾジアゼピン

受容体を標的とした SPECT用トレーサーである。中

枢性ベンゾジアゼピン受容体は神経細胞膜表面に存

在する 5 つのサブユニット蛋白で構成され，GABA

受容体と複合体を形成している。IMZ-SPECT画像

では受容体分布を反映する IMZの集積により皮質

領域の神経細胞の viability の評価が可能であり，

CT，MRI画像では器質的変化として捉えることが

困難な選択的神経細胞の脱落を脳梗塞急性期に検出

することが可能であることから，その有用性が報告

されている 1,2,3）。

急性硬膜下血腫では血腫直下の皮質領域で脳挫傷

や脳虚血をきたした病変が混在していることは少な

神経外傷Vol.34 2011
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くない。このような病変では虚血性疾患における，

いわゆる ischemic penumbraに相当する治療の標的

部位を評価することは困難である。今回我々は，急

性硬膜下血腫症例に対し，IMZ-SPECTを実施し，

皮質領域の神経細胞の viabilityを評価した。また，

急性期治療を終えた慢性期に再度 IMZ-SPECTを行

い，皮質領域の神経細胞の viabilitiyの変化の有無

を観察した。

In vivo microdialysisを用いた脳代謝モニタリン

グでは神経細胞外液中の物質濃度を定量することが

可能である。今回，急性硬膜下血腫症例の急性期に

in vivo microdialysisによるモニタリングを行い，神

経細胞外液中のグルタミン酸の経時的濃度変化を調

べ，IMZ-SPECTによる IMZ集積像と脳代謝変化

との相関性を評価した。

Ⅲ ────────────── 症　　例─

53 歳，女性。バイク走行中の転倒事故により受傷

し，当院救命センターへ救急搬送された。搬入時の

意識レベルは JCS 30，GCS score 9（E2 V3M4）で

あった。瞳孔不同（右 2.5 mm ＜ 左 3.5 mm）を認め，

両側対光反射は減弱していた。搬入時の頭部 CT画

像では，15 mmの厚さを有する左急性硬膜下血腫と

左前頭葉および左側頭葉に脳挫傷が認められ，対側

への正中偏位が 10 mm認められた（Fig.1）。

同日に開頭血腫除去術，減圧開頭術を実施した。

術中に左前頭葉および左側頭葉皮質にmicrodialysis

probeを留置し，術後急性期の 168 時間に脳代謝モ

ニタリングを行った（Fig.1）。

術後，受傷から 5 日目に IMZ-SPECT を実施し

た。患者は急性期治療を経て，受傷から 27 日後に

リハビリ目的にて転院となったが最終的に独歩可能

で日常生活の自立が可能となるまで回復が認められ

た。受傷から 2 ヵ月後に当科外来にて IMZ-SPECT

を再検し，急性期の IMZ-SPECT画像と比較した。

Ⅳ ────────────── 結　　果─

受傷後，急性期に実施した IMZ-SPECT画像では

左前頭葉および左側頭葉皮質に著しい IMZ集積の

低下する領域が認められた（Fig.2）。しかしながら，

受傷から 2 ヵ月後に実施した IMZ-SPECT画像では

左側頭葉皮質領域の IMZ集積低下は残存したもの

の，左前頭葉の集積低下が見られた領域は著しい集

積の回復が認められた（Fig.2）。本症例では 2 ヵ所に

留置したmicrodialysis probeの設置がいずれも急性

期 IMZ-SPECT画像で IMZ集積の低下した領域に

一致していた。168 時間に及ぶ in vivo microdialysis

モニタリングの結果では左前頭葉および慢性期に

神経外傷Vol.34 2011

Fig.1 Cranial CT image showing left subdural hematoma and cerebral
contusion.  Dual microdialysis were placed in the left frontal lobe and
temporal lobe.
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IMZ集積の回復が見られた左前頭葉皮質においても

細胞外液中グルタミン酸濃度が正常値となる 16 µM

を超える著しい上昇を認め，同領域における急性期

脳代謝異常が示唆された（Fig.3）。一方，脳組織にお

ける嫌気性代謝の指標となる L ⁄ P ratioを計測する

と細胞外液中のグルタミン酸濃度に反し，L ⁄ P ratio

は左側頭葉で著しく上昇し，24 時間以降に低下を示

したがグルタミン酸濃度がより高値を示した左前頭

葉では左側頭葉ほどの上昇を認めず，24 時間以降に

は正常範囲内の変動に留まった（Fig.4）。

既に我々は CT，MRI画像で脳挫傷を有する急性

期頭部外傷症例に IMZ SPECTを実施し，CT，MRI

画像では捉えられない神経細胞 viabilityの失なわれ

た領域が存在することを確認した 4）。さらに急性期

神経外傷Vol.34 2011

Fig.2 Dual microdialysis probes were placed in the left frontal lobe and
temporal lobe cortices (○).  IMZ binding potentials in the lesion where a
micro dialysis probe was placed in the left frontal lobe cortex recovered at
chronic stage.

Fig.4 The extracellular L/P ratio in the left temporal
lobe was much higher in the left temporal lobe, than in
the left frontal lobe, while the L/P ratio in the left
frontal lobe was within normal range 24 hours after
the induction of traumatic brain injury.

Fig.3 The extracellular levels of glutamate were higher
in the left frontal lobe where marked recover of IMZ
uptake can be seen in the chronic stage.
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治療を終了した全例で受傷から 1〜3 ヵ月後の慢性

期に IMZ SPECTの再評価を行った。この外傷後慢

性期に再評価を行った IMZ SPECT画像では IMZ

集積低下を認めた領域の縮小が認められ，同側半球

内における集積低下率を算出すると急性期と慢性期

で有意差が認められた 4）。中枢性ベンゾジアゼピン

受容体を標的としたトレーサーには iomazenilの他

に PET 用 トレーサーとして 開 発 された 11-C-

flumazenil（FMZ）があるがいずれも脳梗塞急性期

の皮質障害を評価した研究では受容体への結合能

の低下が不可逆的な反応であると結論付けられて

きた 1,2,3）。前述の我々の研究結果では頭部外傷後の

皮質損傷では可逆的に結合能が回復する領域がある

ことが判明した。神経細胞の viabilityの回復の機序

については未だ不明であるが，慢性期の頭部外傷患

者を対象に CMRO2の変化と FMZ集積像の相関を

調べた研究では FMZ の集積低下を示す領域は

CMRO2の低下した領域の一部でのみ存在し，それ

以外の領域には存在しなかった 5）。この研究結果か

ら，中枢性ベンゾジアゼピン受容体結合能が脳代謝

変化による受容体の親和性に関与している可能性が

示唆される。今回の微小透析法による細胞外液中の

グルタミン酸濃度測定でも急性期に脳代謝異常の存

在が示唆されており，慢性期に脳代謝の正常化した

領域の一部で受容体の親和性が回復している可能性

が考えられる。今回の研究結果で興味深い所見は，

慢性期の IMZ SPECTで IMZ集積の回復が見られ

なかった左側頭葉では受傷から 24 時間後にはグル

タミン酸の細胞外液中濃度の低下が見られたが IMZ

集積の回復が見られた左前頭葉皮質ではグルタミン

酸濃度の高値がモニタリングを行った受傷 8 日目ま

で持続していた。持続する細胞外液中のグルタミン

酸濃度の高値は細胞障害の遷延を示唆するものであ

り，本来であれば慢性期の IMZ集積回復は左前頭

葉よりも左側頭葉での発現を予想させる所見と考え

られる。この所見の解釈は容易ではないが一つの可

能性として神経終末部からのグルタミン酸の枯渇に

伴う細胞外液中濃度の低下がより激しい組織障害を

反映した結果ではないかという仮説も考えられる。

L ⁄ P ratioが左側頭葉でより高い値を示しているこ

とは左側頭葉での虚血侵襲がより激しいことを示唆

しており，この仮説と支持する一つの所見と考える

こともできる。しかしながら，飽くまで結果からの

推測の域を脱しないことは明白であり，更なる症例

の積み重ねが必要と考えている。また，今後の課題

として急性期と慢性期における局所脳代謝の変化と

IMZ集積像の相関についての検証が必要と思われ

る。
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短　　報

Ⅰ────────────── はじめに ─

患者が出血傾向を引き起こし得る薬剤を内服して

いたり，出血傾向を引き起こし得る既往を有する場

合，急性硬膜下血腫が生じやすい。このような症例

ではしばしば，通常の症例とは異なる臨床経過を辿

り，予後も悪い傾向にある。

我々は過去 5 年間に急性硬膜下血腫症例 90 例を

検討したが，うち 37 例は出血傾向を引き起こし得

る薬剤を内服していたり，それと関係のある既往を

有していた。これらの患者の内科的治療歴や基礎疾

患と，予後との関係を得たので報告する。

Ⅱ────────────── 症　　例 ─

過去 5 年間に入院治療した，急性期の急性硬膜下

血腫 90 例を検討した。受傷機転は転倒 46 例，転落

12 例，交通外傷 16 例，殴打 1 例，揺さぶり 1 例，

受傷機転の無いもの 14 例であった。開頭血腫除去

手術は 16 例で行った。

出血傾向を引き起こし得る薬剤を内服していた

り，出血傾向を引き起こし得る既往を有していた症

例は 37 例あり，これらを complicated groupと分類

した。その内訳は，ワーファリンもしくはワーファ

リンと抗血小板剤の内服 17 例，抗血小板剤 1 剤も

しくは 2 剤の内服 8 例（5 例は 1 剤，3 例は 2 剤），

血液透析 1 例，disseminated intravascular coagula-

tion 2 例，肝臓障害４例，白血病 1 例，血小板減少

3 例，ventriculo-peritoneal shunt  1 例であった（Table

1）。

出血に関係のある，過去の治療歴および基礎疾患を

有しない症例は 53 例あり，non-risk groupと分類した。

神経外傷Vol.34 2011
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血小板数は non-risk group（平均 23.8 × 104 ⁄ mm3）に

比して，抗血小板剤内服例（平均 15.2 ⁄ µl），ワーファ

リン内服例（平均 20.6 × 104 ⁄ mm3），肝臓障害例（平

均 10.8 × 104 ⁄ mm3）で有意に少なかった（Mann-

Whitney's U test,  p≦0.002）（Fig.1）。International

normalized ratio（INR）は，non-risk group（平均 1.05）

に比して，ワーファリン内服例（平均 3.59）で有意に

高かった（Mann-Whitney's U test,  p=0.0002）（Fig.2）。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

37 例の complicated groupのうち，27 例が受傷機

転を有しており，10 例は受傷機転を有していなかっ

た（Table 2）。それに対して，53 例の non-risk group

のうち，49 例が受傷機転を有しており，4 例は受傷

機転を有していなかった。Complicated group（27％）

は，non-risk group（7.5％）に比して，明らかな外傷

無しで出血することが有意に多かった（Chi-square

test,  p=0.012）。

神経外傷Vol.34 2011

Table 1 The summary of the complicated group, who
had the medication and past history related to the
hemorrhage

complicated�group（medication�and�past�history
which�related�to�the�hemorrhage） (cases)

warfarin�with/without�antiplatelet�drug 17

one�or�two�kinds�of�antiplatelet�drug 8

liver�dysfunction 4

thrombocytopenia 3

disseminated�intravascular�coagulation 2

hemodialysis 1

leukemia 1

ventriculo-peritoneal�shunt 1

non-risk�group 53

Fig.1 Platelet counts in each group.

The platelet counts were significantly lower in the case of
warfarin, antiplatelet drug and liver dysfunction (*) than in
non-risk group (Mann-Whitney’s U test, p≦0.002).

Fig.2 International normalized ratio (INR) in each group.

INR were significantly higher in the cases of warfarin (*)
than in non-risk group (Mann-Whitney’s U test, p=0.0002).

Table 2 The relation between trauma, and the medica-
tion or past history which were related to the hemor-
rhage

with
accident

without
accident sum

complicated�group 27 10 37

non-risk�group 49 4 53

sum 76 14 90
The complicated group suffered from acute subdural
hematoma without trauma more frequently than the non-
risk group (Chi-square test, p=0.012).
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受傷から症状悪化までの時間は complicated group

で平均 19.4 時間であり，non-risk group（平均 10.2 時

間）に比して有意に長かった（Mann-Whitney's U test,

p=0.0004）。受傷から入院までの時間は complicated

groupで平均 24.5 時間であり，non-risk group（平均

10.5 時間）に比して有意に長かった（Mann-Whitney's

U test,  p=0.0003）。

入院時のGlasgow coma scaleは complicated group

で平均 12.2 点であり，non-risk groupの 11 点に比し

て有意に良かった（Mann-Whitney's U test,  p=0.01）。

経過中 7 例で hyponatremiaを，4 例で脳梗塞を併発

した。なお，入院中慢性硬膜下血腫になったものは

12 例あり，内 3 例で穿頭手術が行われた。退院後慢

性硬膜下血腫の手術のために再入院となった症例は

認められなかった。

退院時の ADLは社会復帰 7 例，家庭内自立 20

例，介助にて家庭生活が可能なもの 21 例，寝たき

り 16 例，植 物 状 態 6 例，死 亡 20 例であった。

Complicated groupの 37 例中，死亡は 12 例（32.4％）

で生じた（Table 3）。それに対して，non-risk group

の 53 例中，死亡は 8 例（15.1％）で生じた。有意では

ないものの，complicated groupでは non-risk group

に比して，死亡率が高い傾向があった（Chi-square

test,  p=0.084）。主な死亡原因は，complicated group

では入院時の大きな血腫（3 例），遅発性の血腫増大

（3 例），全身状態不良（5 例）であり，non-risk group

では入院時の大きな血腫（3 例），び慢性の脳浮腫（3

例）であった。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

ワーファリン投与下の患者で，急性硬膜下血腫が

生じやすいことは良く知られている 1,3）。INR 2.2〜

3.5 では年間 6.6％の出血率があり，INR 1.5〜2.1 の

年間 0％の出血率に比し，出血性合併症が有意に多

く発生したと報告されている 2）。我々のワーファリ

ン内服例では，INRは平均 3.59 と高値であった。

投与量の調節が望まれる。

2 種類の抗血小板剤が同時に投与された場合，出

血性合併症が多く発生することが知られている. ア

スピリンのみの投与での出血合併症が 1.8％であっ

たのに対し，aspirinと ticlopidineの投与下での出

血合併症が 5.5％であったと報告されている 5）。我々

の症例では 62.5％の症例で１剤が投与され，37.5％

の症例で 2 剤が投与されていた。抗血小板剤の多剤

併用療法は虚血予防に有効ではあるが，出血性合併

症には十分に注意する必要がある。

その他，特発性血小板減少性紫斑病，血小板減少

症，Ｃ型肝炎，disseminated intravascular coagulation，

血液透析，lumbo-peritoneal shuntの患者で，急性硬

膜下血腫が生じやすいことも知られている。

以上述べたような，出血傾向を引き起こし得る薬

剤を内服していたり，関連のある既往を有している

症例（complicated group）では，外傷によらず，もし

くは軽微な外傷のみで急性硬膜下血腫が生じること

が知られている 4）。我々の症例でも，そのような患

者の 27％が明らかな外傷無しで出血しており，non-

risk group（7.5％）に比して有意に多かった。出血の

危険を有する患者では，厳重な画像検査が必要であ

る。

出血の危険がある患者では，急性硬膜下血腫の進

行が遅いことが知られている 1）。我々の症例では，

受傷から症状悪化までの時間は complicated group

で平均 19.4 時間であり，non-risk groupの 10.2 時間

に比して有意に長かった。また，受傷から入院まで

の時間は complicated groupで平均 24.5 時間であり，

non-risk group の 10.5 時間に比して有意に長かっ

神経外傷Vol.34 2011

Table 3 The relation between mortality, and the medica-
tion or past history which were related to the hemor-
rhage

alive dead sum

complicated�group 25 12 37

non-risk�group 45 8 53

sum 70 20 90
The mortality was higher in the complicated group than in
the non-risk group (Chi-square test, p=0.084).
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た。厳重な画像検査による注意深い経過観察が必要

である。出血の危険がある患者では発症時の症状が

比較的穏やかであることも，報告されている 1,4）。

我々の症例でも，complicated group の入院時の

Glasgow coma scaleは，non-risk groupより 1.2 点，

良好であった。

出血の危険がある患者では，予後が悪く死亡率が

高いことが知られている 1）。更に血腫除去手術後も

遅発性に再出血し，致死的となりやすいと報告され

ている 3）。我々の症例でも，complicated groupの死

亡率は 32.4％であり，non-risk groupの 15.1％に比

較して，有意差はないものの高い傾向にあった。主

な死亡原因は，complicated groupでは入院時の大

きな血腫，遅発性の血腫増大，全身状態不良であ

り，non-risk groupでは入院時の大きな血腫，び慢

性の脳浮腫であった。出血の危険がある患者では，

遅発性の血腫増大の予防と全身状態の厳重な管理

が，死亡率を減らす上で重要であると考えられた。
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短　　報

Ⅰ ────────────── 目　　的─

脳低温療法は脳損傷時に脳温を 32〜34℃に低下

させることにより二次的ニューロン障害を抑える

（ニューロンを保護する）治療法であり，心肺停止後

の蘇生後脳症や周産期脳虚血・低酸素症，重症頭部

外傷，脳卒中などの中枢神経障害に有効である。し

かし，その機序には未だ不明な点が多い。

我々は，ニューロン障害に関わる細胞の低温や高

温応答を調べることがその一機序解明に繋がると考

え，脳損傷時に活性化され，炎症性サイトカインや

一酸化窒素（NO）等の神経傷害性因子を産生するマ

イクログリアに着目した。これらの因子は脳障害増

悪に関与するので，脳低温療法は活性化マイクログ

リアからの神経傷害性因子産生を低下させ，ニュー

ロン保護効果をもたらす可能性がある。

Toll様受容体（Toll-like receptors : TLRs）は，様々

な病原体の分子パターンを認識し，自然免疫を誘導

する重要な受容体として同定されたが，近年，病原

体非存在下で損傷細胞などにより遊離・放出される

内因性物質によっても活性化されることが注目され

ている。中枢神経障害過程においては，TLR2 や

TLR4 欠損マウスで虚血後の神経障害が軽減される

ことから，内因的に活性化された TLRsが重要な役

割を担う 1,2）。更に，マイクログリアの TLR活性化

を介した内因的中枢神経障害機構も報告されてい

る。つまり，脳内損傷細胞より遊離・放出された内

因性物質（Heat shock protein 60）が TLR4 を介して

神経外傷Vol.34 2011
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マイクログリアを活性化させ，神経傷害性因子を放

出し，神経変性を引き起こす 3）。また，マイクログ

リアの TLR2 活性化も脳虚血後の中枢神経障害や神

経炎症・神経損傷を引き起こす 2,4）。

我々は今までに，TLR4 活性化マイクログリアの

サイトカインと NO産生に及ぼす低温の影響を調べ

ており，低温下では炎症性因子（IL-6 や NO）のみで

なく，抗炎症性因子（IL-10）産生も抑制されること

を見出し，マイクログリアからのこれらの産生抑制

が脳低温療法によるニューロン保護効果に関与する

可能性を報告してきた 5）。

本研究では，TLR2 活性化マイクログリアの炎症

性サイトカイン（TNF-α），抗炎症性サイトカイン

（IL-10）および NO産生ならびに TLRsによるサイ

トカインや NO産生のシグナリング経路に重要な核

内転写因子（NF-κB）活性化に，低温が及ぼす影響を

調べた。脳損傷後にはしばしば脳温が上昇し，

ニューロン障害が増悪するので，高温による検討も

行った。

Ⅱ────────────── 方 法 ─

本研究は山口大学医学部動物使用計画審査委員会

の承認を得て行われた。

（1）マイクログリアの単離

新生仔（1〜3 日齢）Wistarラット大脳から調製し

た混合グリアの一次培養開始 2 週間後に，振盪操作

によりマイクログリアを単離した 5）。

（2）細胞培養

マイクログリアを TLR2 の選択的活性化剤である

合成トリアシル化リポペプチド Pam3CSK4（N-

palmitoyl-S-（2,3-bis（palmitoyloxy）-（2R,S）-propyl）-

（R）-cysteinyl-seryl-（lysyl）3-lysine）で刺激し，低温

（33℃），常温（37℃），高温（39℃）下で，48 時間まで

培養した。また，TLR2 活性化マイクログリアのサ

イトカインやNO産生におけるNF-κBの関与を調べ

るため，その阻害剤である PDTC（1-Pyrrolidine -

carbodithioic Acid; 1 µM）を併用して 37℃下で同時

間培養した。

（3）サイトカイン測定

培養上清中の TNF-α および IL-10 濃度は ELISA

により測定した。

（4）NO 測定

培養上清中の NOはその安定な代謝産物である

NO2
−（亜硝酸イオン）濃度として，比色法により測定

した 5）。

（5）NF-κB 測定

核内 NF-κB 活性化は TransAMTM NF-κB p65 測

定キット（Active Motif, Tokyo）を用いて調べた。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

（1）TLR2 活性化マイクログリアのサイトカイン
と NO産生ならびに NF-κB活性化に及ぼす
低温・高温の影響

TNF-α 産生は 3〜6 時間，IL-10 産生は 24〜48 時

間，NO2
−産生は 48 時間，また，NF-κB p65 活性化

は 0.5 時間で，各々，37℃に比べ 33℃では低値，

39℃では高値を示した。

（2）TLR2 活性化マイクログリアのサイトカイン
と NO産生に及ぼす NF-κB阻害剤（PDTC）
の影響

PDTCは TLR2 活性化マイクログリアの TNF-α，

IL-10 および NO2
−産生を顕著に抑制し，これらの産

生は NF-κBに依存していた。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

TLR2 活性化マイクログリアにおいて，低温

神経外傷Vol.34 2011
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（33℃）は NF-κB活性化（0.5 時間）とその後の NF-

κB依存性 TNF-α（3〜6 時間），IL-10（24〜48 時間）

および NO（48 時間）産生を低下させた。一方，高温

（39℃）はそれらを増加させた。

炎症性および抗炎症性因子産生が低温下で低値を

示したことは，TLR4 活性化マイクログリアを用い

た報告 5）と一致する。臨床研究おいても，脳低温療

法により中枢神経系の炎症性因子濃度は低値を示

し，このことは予後良好に繋がる。よって本研究結

果は，活性化マイクログリアからの炎症性因子産生

の低下が，脳低温療法によるニューロン保護効果に

関与する可能性を更に支持する。IL-10 投与は外傷

性脳損傷後の炎症性サイトカイン産生を抑制し，

ニューロン保護に作用するが，逆に，脳脊髄液中

IL-10 濃度増加は外傷性脳損傷患者の死亡率と独立

的に相関し，ニューロン障害作用が示唆されてい

る。上述のように，低温は TLR2 活性化マイクログ

リアの IL-10 産生増加を後期で低下させた。更に，

TLR2 活性化マイクログリアの TNF-α，IL-10 およ

び NO産生は NF-κBに依存していた。これらをま

とめると，本研究結果は，脳低温療法によるニュー

ロン保護作用の一機序に，マイクログリアの NF-κB

活性化阻害を介した早期での炎症反応抑制と後期で

の炎症・抗炎症反応抑制が関与する可能性を示して

いる。

脳温はニューロンの生死決定に重要であり，脳損

傷後，脳低温はニューロン保護に，脳高温はニュー

ロン障害増悪に作用する。TLR2 活性化マイクログ

リアの TNF-α 産生は早期で，IL-10 と NO産生は

後期で，各々，低温下では低値，高温下では高値を

示した。中枢神経系において，これらの温度および

時間依存的産生をモニターすることは，脳低温療法

の治療効果の判断や脳障害の病態把握に有用なバイ

オマーカーとなるかもしれない。

本研究結果の意義を発展させるために，今後，動

物実験や臨床研究での検討が必要である。

Ⅴ────────────── おわりに ─

TLR2 活性化マイクログリアからの NF-κB活性

化と TNF-α，IL-10 および NO産生は，低温下で低

値，高温下で高値となる温度依存的変化を時系列的

に示すことがわかった。
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短　　報

Ⅰ────────────── はじめに ─

Matrix metalloproteinase（MMP）は，細胞外マト

リックスの構成成分に作用するプロテアーゼであ

り，MMPの過剰活性は，血管内皮の基底膜を融解

し，血液脳関門（BBB）の破綻や白血球の遊走を引き

起こす 1）。

本研究では，ラット皮質脳挫傷モデルにおいて

MMP-9 の活性化と BBBの破綻，脳浮腫形成，運

動機能との関係について調べ，MMP阻害剤がどの

ような影響を与えるか検討を行った。

Ⅱ───────────── 対象・方法 ─

（1）ラット脳挫傷モデル

7 週〜9 週齢（体重 250 g〜300 g）の雄のWistar

ラットに controlled cortical impact（CCI）device

（Virginia Commonwealth University medical center,

USA）を用いて，再現性の高い脳挫傷を作成した。

（2）MMP-9 活性の定量

MMP-9 活性は，ラットの皮質挫傷部を採取し

Bradford assay（Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA）

を用い定量し，gelatin zymogramで評価した。脳挫

傷作成 1, 3, 6, 18, 24 時間後のMMP-9 活性の定量を

行った。

（3）血管透過性亢進・血液脳関門（BBB）の破綻

BBBの破綻の評価は，Evans Blue（EB）の静脈内

投与を行い血管透過性亢進により脳挫傷部位より漏

出した EBの程度を蛍光吸光度計で計測し定量し

た。各々の time pointを脳挫傷作成 3, 6, 12, 18, 24

時間後とした。
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（4）脳挫傷後の脳浮腫形成

脳挫傷後の脳浮腫形成の程度は乾燥重量法を用

い，水分含有率（％Water Content）で評価した。各々

の time pointを脳挫傷作成 3, 6, 12, 18, 24, 48 時間後

とした。

（5）MMP 阻害剤による脳浮腫抑制効果

MMPの抑制効果を有する GM6001（100 mg/kg,

i.p. : Chemicon. Temecula, CA）を用い，脳浮腫抑制

効果を確認した。GM6001 を用い，MMP-9 活性，

脳浮腫形成，Motor performanceにどのような影響

が生じるか評価した。

（6）Motor Performance の評価

Rotarod device（Muromachi Kikai Co., Ltd. Japan）

を用いた運動機能の評価は外傷作成前の訓練で得ら

れた値を基準とし，各日の計測値を基準との割合で

評価した。各々の time pointを脳挫傷作成 1, 2, 3, 7

日後とした。

Ⅲ────────────── 結　　果 ─

（1）外傷後の MMP-9 活性の推移

Sham，および脳挫傷作成 1 時間後ではMMP-9

の発現は認められないが，3 時間後に発現を認めた。

MMP-9 活性は，6 時間後から上昇し 18 時間後で最

高値を示し 24 時間後には減少した。

（2）血管透過性亢進・血液脳関門（BBB）の
透過性亢進

脳挫傷作成後の EBの漏出（BBBの透過性亢進）

は 3 時間後から認められ，6 時間後で最大となった

（Fig.1）。その後は，一定の透過性の亢進を認め，24

時間後に減少した。

（3）脳浮腫の形成

脳浮腫は，脳挫傷後の水分含有量の変化で評価し

た。脳浮腫形成は脳挫傷作成 6 時間後から急激に悪

化し，24 時間後でピークを示した（Fig.2）。
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Fig.1 Time course of BBB disruption after cortical
contusion as examined on the basis of Evans blue
extravasation.

The peak level of BBB disruption was observed at 6 hr after
injury.  n=6 animals in each group.  Bars indicate means ±
SEM for each time point. * : p<0.01 versus vehicle by the
unpaired t-test and Mann Whitney U-test.

Fig.2 Time course of brain edema after cortical contu-
sion as evaluated from measurements of the water
content by the wet-dry weight method.

Brain edema became progressively more severe over time
and peaked at 24 hr after injury.  n=6 animals in each group.
Bars indicate means ±  SEM for each time point.  * : p<0.05
versus vehicle by the unpaired t-test and Mann Whitney U-
test.
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（4）MMP 阻害剤の効果

GM6001 投与群において，脳挫傷作成 18 時間後

のMMP-9 活性は，明らかに低下した。GM6001 投

与群は Vehicle群と比べて，6 時間後の BBBの透過

性，および 24 時間後の脳浮腫形成において有意に

抑制した。Motor Performanceは，両群ともに受傷

1 日目の運動機能は基準値と比較し，約 48.2 ± 10.8％

まで低下した。GM6001 投与群の運動機能の低下は

少ないが，受傷 7 日目の運動機能の改善は，両群間

で有意差は認められなかった（Fig.3）。

Ⅳ────────────── 考　　察 ─

血液脳関門は主として，血管内皮細胞の tight

junctionと基底膜で維持されており，BBBの破綻が

脳浮腫形成に深く関わっていることが古くから知ら

れている 1）。血液脳関門の細胞外腔を構築するこれ

らの構成成分は細胞外マトリックスと総称されてお

り，正常な状態ではMMPによりその機能が調節さ

れている。MMPの過剰活性は，血管内皮の基底膜

を融解し，BBBの破綻や白血球の遊走を引き起こ

す 2）。

脳挫傷においてMMP-9 活性が血管内皮細胞の障

害に密接に関わっているのであれば，血管透過性亢

進が BBBの破綻を惹起し，脳浮腫増悪にいたる。

本研究では，脳挫傷作成 3 時間後にMMP-9 活性

が出現し，同時期に基底膜の融解が始まり BBBの

破綻を示す EBの漏出が急激に認められるが，脳浮

腫の形成は認められない。MMP-9 が過剰活性し始

める脳挫傷作成 6 時間後から，BBBの破綻は最大

となり脳浮腫が急激に進行する。このことから，あ

る閾値を超えたMMP-9 活性の亢進が基底膜融解を

誘発し，白血球の遊走や他の因子の活性化に寄与

し，脳浮腫が進行することを示唆する。

MMP-9 自体は，脳挫傷作成 18 時間後に最大とな

るが，すでにある閾値を超えていることから，BBB

に対する影響も限局的となり，BBBはある一定の割

合で破綻し続ける。そのために挫傷性脳浮腫は，経

時的に増大し，24 時間で最大となったと考えられた。
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Fig.3 Rotarod test performance after injury.

The motor test data are presented as percentages of the maximal
duration compared to the baseline control (before TBI).  There were
no detectable differences between the untreated control (vehicle-
receiving) and GM6001-treated rats.  The data represent the mean
duration (%) on the rod ± SEM for each time point.  n=7 animals in
each group.  p=0.586 versus vehicle by the paired t-test (two-tailed).
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MMP阻害剤である GM6001 を投与し，挫傷性脳

浮腫に対する効果を調べた結果では，MMP-9 活性

が最大となる脳挫傷作成 18 時間後にMMP-9 が有

意に低下していることが認められた。また BBBの

破綻，および挫傷性脳浮腫形成においても有意に抑

制した。

今回の結果では，GM6001 投与群において，有意

な運動機能の改善は認められなかった。その原因と

して，本脳挫傷モデルにおいて，脳挫傷作成時に頭

蓋骨を外すが，固定をしていないことにより，挫傷

後脳浮腫による頭蓋内圧の亢進が低下したためであ

ると考えられる。今後，より良い運動機能回復の評

価方法を検討する必要があると考えられる。

Ⅴ────────────── おわりに ─

脳挫傷作成後のMMP-9 活性は 3 時間後で発現

し，18 時間後に最大となる。その時のMMP-9 活性

の亢進は，BBBの破綻と早期の脳浮腫作成に関与

することが示された。MMPが，神経保護や組織修

復，そして機能予後に影響を及ぼしていると考えら

れ，MMPの活性を抑制することは，二次性脳損傷

の進行を防ぐ脳保護の新しい治療法になると考えら

れる。

本 論文は，Yutaka Shigemori : Role of Matrix Metallo -
proteinase in cerebral contusion: MMP inhibitor attenuates
Blood Brain Barrier Disruption and brain edema after
traumatic brain injury.  The Nihon University Journal of
Medicine 48 : 93-105, 2006 に掲載されている。
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2） Hammann CF, Okada Y, Fitridge R, del Zoppo GJ:
Microvascular basal lamina antigens disappear during cerebral
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Ⅰ────────────── はじめに ─

脳の低酸素状態や虚血状態は，脳梗塞だけでな

く，頭部外傷の直後から高頻度に認められ，急性期

の頭蓋内病態として，重症頭部外傷の経過や転帰に

大きく影響するとされる 5）。これらが外傷後の脳浮

腫や脳腫脹，出血，壊死などの二次性脳損傷を発

現，助長させる因子として重要視され，また，この

二次性脳損傷が進行すれば頭蓋内圧亢進から脳ヘル

ニア，脳死へと至る。したがって，重症頭部外傷の

急性期治療の主眼は，この早期虚血状態の回避に置

かれる 5）。

1999 年の Science誌にWangらは DNA結合タン

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

血中に検出され，敗血症の後期メディエーターとし

ての機能，重症度のマーカー，そして，治療標的と

しての有用性を報告した 1）。HMGB1 の放出方法に

は，1）壊死に陥った細胞の核内から受動的に分泌さ

れる経路と，2）サイトカイン，LPS（lipopolysaccha-

ride; リポ多糖）等で活性化された単球／マクロファー

ジから能動的に分泌される経路がある。一度，血中

に放 出された HMGB1 は，receptor for advanced

glycation（RAGE）や toll-like receptor（TLR）-2, 4 など

の受容体を介して，NF-κBを活性化し，炎症反応や

細胞遊走を促進する 2）。したがって，HMGB1 は新

規サイトカインとして非常に注目され，炎症の遷延，

拡大化に関わっている 3）。現在，HMGB1 は，敗血

症，急性肺損傷，外傷，術後，DICなどの急性炎症

のみならず，慢性関節リウマチや動脈硬化などの慢

性炎症，悪性腫瘍の増殖や浸潤，転移など，様々な

病態における key mediatorの一つである 1,2,3,4）。

頭部外傷を含む外傷患者において，血中 HMGB1

が，有意に上昇していることが報告され，その血中

HMGB1 値は，外傷の重症度と比例して上昇してい

た。また，脳梗塞患者の血清中においても，HMGB1

が有意に上昇していることが報告された 2,3）。虚血

状態には，活性酸素が強く関与する。2007 年に活性

酸素の一つである H2O2 刺激によって，濃度依存性・

時間依存性にマクロファージ，単球から HMGB1 が

放出されることが報告された 3）。さらに脳梗塞動物

モデルにおいて，HMGB1 抗体や HMGB1 short-

hairpin（sh）RNAが，梗塞領域縮小や神経症状の改善

などに影響を及ぼすことが報告され，HMGB1 は，

脳梗塞治療のターゲットになることが示唆され

た 2,3）。

脳梗塞の治療薬として知られているエダラボンで

あるが，それ自体の持つフリーラジカルスカベンジ

ング作用に留まらず，抗炎症作用，アポトーシスの

阻害，マトリックスメタロプロテイナーゼ（MMP-

9）抑制などの様々な神経保護作用を有する 2）。我々

は，神経様細胞であるラット副腎褐色細胞腫由来細

胞（Rat adrenal pheochromocytoma cell ; PC12 細胞）

の虚 血 再 還 流モデルにおいて，エダラボンが

HMGB1 に及ぼす影響を調べた 2,3）。

Ⅱ──── OGD 誘導性 HMGB1 放出に対する
エダラボンの作用─

PC12 細胞において，虚血モデルとなる OGD

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

神経外傷Vol.34 2011
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によって，時間依存性に核内蛋白である HMGB1

が，細胞外，すなわち，培養上清に放出されること

をウエスタンブロット法にて確認した 2,3）。さらに

エダラボンが，濃度依存性に HMGB1 の放出を抑制

することを確認した 3）。次にシグナルを確認したと

ころ，PC12 細胞において，OGD刺激が，ERK1/2

を介していることをウエスタンブロット法にて確認

した 3）。また，ERK1/2 inhibitorである U-0126 を用

い，OGD刺激による HMGB1 の放出を阻害剤が，

濃度依存性に抑制することをウエスタンブロット法

にて確認した 3）。これらの結果より，HMGB1 は，

ネクローシスによるのではなく，細胞の活性化によ

り放出されたことが示唆された 3）。

Ⅲ─── HMGB1 誘導性アポトーシスに対する
エダラボンの作用─

神経様細胞の虚血モデルにおいて，HMGB1 が放

出されることを確認したが，次にその放出された

HMGB1 の作用を検討したところ，HMGB1 刺激に

より，PC12 細胞が濃度依存性に細胞死を起こすこ

とをMTT（3-（4,5-dimethylthiazolyl-2）-2,5 diphenyl -

tetrazolium bromide）法（細胞増殖／細胞死を測定す

る方法の一つ）にて確認した 2,3）。さらに HMGB1 に

よる細胞死に対し，蛍光免疫染色法を用いて，

HMGB1 が，PC12 細胞にアポトーシスを誘導する

かを検討したところ，Hoechst 染色にて，核の断片

化や凝縮を認め，その細胞死が，アポトーシスであ

ることを確認した 3）。アポトーシスであることをさ

らに確認するために HMGB1 刺激により，ミトコン

ドリアに局在しているチトクローム Cの細胞質への

流出をみた 3）。したがって，HMGB1 刺激による細

胞死は，アポトーシスであることを確認した。さら

に HMGB1 刺激によるアポトーシスをエダラボン

が，濃度依存性に抑制することを確認した 3）。

Ⅳ ────────────── おわりに─

神経様細胞である PC12 細胞の虚血再還流モデル

を用いて，エダラボンと HMGB1 放出の関係を初め

て報告した 2,3）。虚血再還流時には，HMGB1 が放

出され，その HMGB1 はアポトーシスを誘導する。

それらをエダラボンは抑制することが確認された。

エダラボンは，様々な神経保護作用を持つ。それら

の作用に加え，HMGB1 の放出を抑制することで，

神経保護に役立っている可能性がある。しかし，そ

の直接的作用を知ることは困難である。外傷や脳梗

塞に留まらず，クモ膜下出血患者において，脳脊髄

液中の HMGB1 値が，予後と相関することも，最

近，報告されている。今後，神経外傷の領域におい

ても，さらなる研究が必要である。
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第 1章　総則
（名称）

第 1条 本法人は，一般社団法人日本脳神経外傷学会
（The Japan Society of Neurotraumatology, JSNT）
と称する。

（主たる事務所）
第 2条 本法人は，主たる事務所を，東京都港区西新橋

三丁目 25番 8号東京慈恵会医科大学脳神経外
科学講座内に置く。

（目的等）
第 3条 本法人は，国民全体の保健・医療・福祉に寄与

するため，脳・脊髄及び末梢神経系の外傷に関
する医学の進歩の促進を図り，広く知識の交流
を行うことを目的とし，その目的を達成するた
めに，以下の事業を行う。

（1）学術集会の開催
（2）機関誌「神経外傷（Neurotraumatology）」

の発行
（3）その他，本法人の目的を達成するために必

要な一切の事業
（公告方法）

第 4条 本法人の公告方法は，本法人の主たる事務所の
公衆の見えやすい場所に掲示して行う。

第 2章　会員及び社員
（会員）

第 5条 本法人の会員は，次の 3種とする。
（1）正会員

本法人の目的に賛同し，所定の入会手続き
を経た医師及び研究者等

（2）名誉会員
本法人に特に功労のあった者で，社員総会
において承認された者

（3）賛助会員
本法人の事業を賛助するため所定の入会手
続きを経た個人または団体

2 本法人の会員は，学術集会に参加し，研究発表
を行い，機関誌「神経外傷」の配布を受けるこ
とができる。

（入会）
第 6条 本法人に正会員又は賛助会員として入会を希望

する者は，所定の用紙に必要事項を記入し，初
年度分の年会費を添えて本法人事務局に申し込
むものとする。

2 理事会は，入会の申し込みがあった者について
審査をし，正会員については，理事会による承
認をもって，本法人の正会員となる。

（年会費）
第 7条 正会員及び賛助会員は，定款施行細則（以下

「細則」という）に定める年会費を納入しなけ
ればならない。

2 既納の会費については，理由の如何を問わずこ
れを返却しない。

3 名誉会員については，年会費を免除する。
（任意退会）

第 8条 退会を希望する会員は，その旨を本法人事務局
に届け出ることにより，任意にいつでも退会す
ることができる。ただし，未払いの会費がある
場合は，その納入後に退会できるものとする。

（除名）
第 9条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合

は，社員総会の特別決議により当該会員を除名
することができる。ただし，この場合，当該会
員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければ
ならない。
（1）本定款及び細則に違反した場合
（2）本法人の名誉を傷つけ，または本法人の目

的に反する行為をした場合
（3）連続して 2年間，年会費の納入を怠った場合
（4）その他，除名すべき正当な事由があった場合

（会員資格の喪失）
第 10条 前 2条の場合によるほか，次のいずれかに該当す

るに至った場合は，会員はその資格を喪失する。
（1）総正会員の同意があった場合
（2）会員の死亡又は解散

（社員資格の得喪に関する規定）
第 11条 本法人の正会員の中より，細則の規定に基づき，

社員を選任する。
2 前項の規定により選任された社員をもって，一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以
下「一般社団・財団法人法」という）上の社員
とする。

3 社員はいつでも辞任することができ，辞任しよ
うとする者は，辞任届を本法人事務局に提出し
なければならない。

4 前項の場合によるほか，本法人の社員は，以下
の事由により，その社員たる資格を喪失する。
ただし，未履行の義務については，これを免れ
ることはできない。
（1）第 8条乃至第 10条に規定する本法人の会員

資格の喪失事由に該当するに至った場合
（2）総社員の同意があった場合

第 3章　役員及び役職
（役員）
第 12条 本法人には，次の役員を置く。

（1）理事　3名以上
（2）監事　1名以上 2名以内
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2 理事のうち，1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって，一般社団・財団法人法

上の代表理事とする。
（理事の職務）
第 13条 理事は，理事会を組織し，法令及び本定款で定

めるところにより，本法人の職務を執行する。
2 理事長は，本法人を代表し，学術集会を含め，

本法人の業務を総括する。
（監事の職務）
第 14条 監事は，一般社団・財団法人法第 99条乃至第 104

条の職務を行い，これを社員総会に報告する。
2 監事は，理事会に出席し，必要があると認める

ときは，意見を述べなければならない。
（役員の選任及び解任）
第 15条 理事及び監事は，本法人の社員の中から，社員総

会の決議において選任する。ただし，必要に応
じて社員以外の者から選任することを妨げない。

2 理事長は，法令の規定に基づき，理事会の決議
により選定する。ただし，その選定については，
再任を妨げないが，連続して 2期（4年）を超
えることはできない。

3 理事及び監事は，法令の規定に基づき，社員総
会の決議において，解任することができる。

4 理事長は，法令の規定に基づき，理事会の決議
により解職することができる。

（役員の任期）
第 16条 理事の任期は，選任後 2年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとし，監事の任期は，選任後 2年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時までとする。

2 前項の任期中といえども，理事については，満
65歳となる日の属する事業年度にかかる定時社
員総会の終結の時に任期満了となる。

3 補欠又は増員により選任された理事の任期は，
前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一
とする。

4 補欠により選任された監事の任期は，前任者の
任期の残存期間と同一とする。

（役員報酬）
第 17条 理事及び監事は，無報酬とする。

第４章　会議
（会議）
第 18条 本法人には，その業務を遂行するにあたり，次

の会議を置く。
（1）社員総会
（2）理事会

第 5章　社員総会
（社員総会）
第 19条 本法人の社員総会は，定時社員総会及び臨時社

員総会の 2種とする。定時社員総会は，毎事業
年度末日の翌日から 3箇月以内に開催する。臨
時社員総会は，その必要がある場合に随時これ
を招集する。

2 臨時社員総会は，次の各号の一に該当する場合
に開催する。
（1）理事会が必要と認め，招集の請求をしたとき
（2）総社員の議決権の 5分の 1以上から会議の

目的である事項及び招集の理由を記載した
書面をもって招集の請求があったとき

（招集）
第 20条 社員総会は，理事会決議に基づき，理事長が招

集する。
2 理事長は，前条第 2項第 2号に該当する場合は，

その書面の到達した日から 30日以内の日を会
日とする臨時社員総会の招集通知を発しなけれ
ばならない。

3 社員総会を開催するときは，会日より 7日前ま
でに，開催日時，場所及び議題を記載した書面
をもって，各社員に対して通知を発しなければ
ならない。

４ 社員総会は，その総会において議決権を行使す
ることができる社員全員の同意があるときは，
招集手続を経ずに開催することができる。

（決議方法）
第 21条 社員総会は，総社員の議決権の過半数を有する

社員の出席（書面議決者及び議決委任者による
みなし出席も含む。）がなければ，議事を行い，
議決することができない。

2 やむをえない理由のため社員総会に出席できな
い社員は，あらかじめ通知された事項について
書面をもって議決権を行使し，または他の社員
を代理人として議決を委任することができる。

3 前項の場合，その社員は出席したものとみなす。
4 社員総会の決議は，法令又は本定款に別段の定

めがある場合を除き，出席社員の議決権の過半
数をもってこれを決する。

（議決権）
第 22条 社員総会において，各社員は各 1個の議決権を

有する。
（議長）
第 23条 社員総会の議長は理事長が行う。ただし，理事

長に事故があるときは，当該社員総会において
選任された他の理事がこれを行う。

（議事録）
第 24条 社員総会の議事については，議事録を作成し，

これに議事の経過の要領及びその結果並びに法
令で定める事項を記載し，議長及び議事録作成
に係る職務を行った理事が署名又は記名押印し
なければならない。
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第 6章　理事会
（種類）
第 25条 本法人の理事会は，通常理事会及び臨時理事会

の 2種とする。
2 通常理事会は，毎事業年度に 2回開催（ただし，

4ヵ月を超える間隔で開催）する。
3 前項の通常理事会において，理事長は，自己の

職務の執行の状況を理事会に報告しなければな
らない。

4 臨時理事会は，次の各号の一に該当する場合に
開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき
（2）理事長以外の理事から会議の目的である事

項を記載した書面をもって招集の請求が
あったとき

（3）監事から会議の目的である事項を記載した
書面をもって招集の請求があったとき

（招集）
第 26条 理事会は，理事長が招集する。

2 理事長は，前条第 4項第 2号及び第 3号に該当
する場合は，その請求のあった日から 5日以内
に，14日以内の日を会日とする臨時理事会の招
集通知を発しなければならない。

3 理事会を開催するには，会日より 7日前までに，
開催日時，場所及び議題その他法令に定める事
項を記載した書面をもって，各理事及び各監事
に対して通知を発しなければならない。ただし，
理事及び監事全員の同意がある場合には，招集
の手続きを経ることなく開催することができ
る。

（決議方法）
第 27条 理事会の議長は，理事長が行う。ただし，理事

長に事故あるときは，当該理事会において選任
された他の理事がこれを行う。

2 理事会は，理事現在数の過半数の出席がなけれ
ば，議事を行い，議決することができない。

3 理事会の決議は，出席した理事の過半数をもっ
て決する。

4 理事が理事会の決議の目的である事項について
提案をした場合において，理事の全員が当該議
案につき書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは，当該議案を可決する旨の理
事会の決議があったものとみなすことができ
る。ただし，監事が当該提案につき異議を述べ
た場合はこの限りではない。

（議事録）
第 28条 理事会の議事については，議事録を作成し，こ

れに議事の経過の要領及びその結果並びに法令
で定める事項を記載し，議長及び出席した理事
長並びに出席した監事は，これに署名又は記名
押印しなければならない。

第 7章　基金
（基金を引き受ける者の募集）
第 29条 本法人は，基金を引き受ける者の募集をするこ

とができる。
2 基金の募集，割当て及び払込み等の手続きにつ

いては，理事会の決議により別に定める「基金
取扱規程」によるものとする。

（基金の拠出者の権利に関する規定）
第 30条 拠出された基金は，基金拠出契約に定める期日

まで返還しない。
（基金の返還の手続）
第 31条 基金の拠出者に対する返還は，返還する基金の総

額について定時社員総会における決議を経た後，
理事の過半数の決定したところに従って行う。

（代替基金の積立て）
第 32条 基金の返還を行うため，返還される基金に相当

する金額を代替基金として積み立てるものと
し，これを取り崩すことはできない。

（基金利息の禁止）
第 33条 基金の返還に係る債権には，利息を付すること

ができない。

第 8章　計算
（事業年度）
第 34条 本法人の事業年度は，毎年 1月 1日から 12月

31日までの年１期とする。
（計算書類）
第 35条 理事長は，毎事業年度，次の書類及び附属明細

書を作成して，監事の監査を受け，理事会の承
認を経た後，定時社員総会に提出し，3の書類
についてはその内容を報告し，1，2及び 4の各
書類については承認を求めなければならない。

（1）貸借対照表
（2）損益計算書（正味財産増減計算書）
（3）事業報告書
（4）剰余金の処分又は損失の処理に関する議案

（剰余金の処分制限）
第 36条 本法人は，会員，社員，その他の者又は団体に

対し，剰余金の分配を行うことはできない。

第 9章　定款等変更，合併及び解散等
（定款等変更）
第 37条 本定款及び細則を変更するには，総社員の半数

以上であって，かつ総社員の議決権の 3分の 2
以上の賛成を得た社員総会の決議によらなけれ
ばならない。

（合併等）
第 38条 本法人は，社員総会において，総社員の半数以

上であって，かつ総社員の議決権の 3分の 2以
上の決議により，他の一般社団・財団法人法上
の法人との合併，事業の全部又は一部の譲渡及
び公益目的事業の全部を廃止することができる。
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（解散）
第 39条 本法人は，一般社団・財団法人法第 148条第 1

号，第 2号及び第 4号乃至第 7号までに規定す
る事由によるほか，社員総会において，総社員
の半数以上であって，かつ総社員の議決権の 3
分の 2以上の決議により解散することができる。

（残余財産の分配）
第 40条 本法人が解散等により清算するときに有する残

余財産は，各社員に分配しない。
2 前項の場合，本法人の残余財産は，国又は地方

公共団体，本法人と類似の事業を目的とする公
益社団法人又は公益財団法人，あるいは公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第 5条第 17号イ乃至トに掲げる法人に寄付す
るものとする。

第 10章　附則
（設立時社員の氏名及び住所）
第 41条 本法人の設立時社員の氏名及び住所は，次のと

おりとする。（省略）
（設立時理事，設立時理事長（設立時代表理事）及び設立時
監事）
第 42条 本法人の設立時理事，設立時理事長（設立時代

表理事）及び設立時監事は，次のとおりとする。
（省略）

（最初の事業年度）
第 43条 本法人の最初の事業年度は，本法人成立の日か

ら平成 22年 12月 31日までとする。
（定款に定めのない事項）
第 44条 この定款に定めのない事項については，すべて

一般社団・財団法人法及びその他法令によるも
のとする。

以上，一般社団法人日本脳神経外傷学会を設立するため，
設立時社員の定款作成代理人である司法書士宮田浩志は，
電磁的記録である本定款を作成し，電子署名する。

平成 22年 1月 4日

設立時社員　重森　　稔
設立時社員　小川　武希
設立時社員　小野　純一
設立時社員　片山　容一
設立時社員　島　　克司
設立時社員　鈴木　倫保
設立時社員　山木　垂水
設立時社員　有賀　　徹

上記設立時社員の定款作成代理人 司法書士　宮田　浩志

※ 平成 22年 1月 4日 施行
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第 1章　総則
（総則）

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

第 2章　社員
（選出）

第 2条 社員は，正会員の中から，社員選出委員会の審
査により選出する。

2 前項により選出された者は，理事会に承認され
ることにより，本法人の社員となる。

3 社員の任期は，選任後 2年以内の最終の事業年
度に関する定時社員総会の終結の時までとす
る。ただし，再任を妨げない。

4 前項の任期中といえども，満 65歳となる日の
属する事業年度にかかる定時社員総会の終結時
に任期満了となる。

5 社員は，一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（以下「一般社団・財団法人法」という）
上の社員として社員総会を組織し，定款及び本
細則並びに法令に従い，必要事項を審議し決議
する。

（審査申込）
第 3条 社員になるため審査を受けようとする正会員

（以下，「社員候補者」という）は，前条第 1項
の社員選出委員会の審査を受けるためには，現
職の理事 3名の推薦状と過去の脳神経外傷に関
する業績に関する資料等を，本法人所定の審査
申込書に添えて，本法人事務局へ提出しなけれ
ばならない。ただし，審査申込時において満 65
歳に達している者は，審査申込をすることはで
きない。

（社員資格）
第 4条 社員候補者は，前条の審査申込時において，以

下のいずれかの条件を具備していることを要す
る。
（1）3年以上日本脳神経外傷学会（前身の任意

団体である日本神経外傷学会を含む）の会
員であること。

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。

神経外傷Vol.34 2011
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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。
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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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原稿送付先

《短報投稿に関するご注意》
このほか，本形式での論文にはその性質上，以下の場合が想定されますのでご留意のうえ適宜ご対応下さい。

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

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

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

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

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

い。
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