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Objective: To determine the usefulness of plasma thrombinantithrombin complex (TAT) level as early prognostic indicator in patients with isolated traumatic brain injury.
Methods: Fifty patients with isolated traumatic brain injury,
who were measured TAT on admission, were included in
this study. The Grasgow Coma Scale (GCS) score on admission, Glasgow Outcome Scale (GOS) score at discharge,
plasma TAT level on admission were measured.
Results : Regardless of their GCS score on admission,
plasma TAT levels on admission in patients with poor
outcome were elevated significantly beyond their TAT
levels in patients with good outcome. Moreover, patients
with plasma TAT level on admission more than 800 ng/ml
will have a poor outcome, and who would be likely to have
a good outcome when their plasma TAT level on admission less than 400 ng/ml.
Conclusion : Plasma TAT level on admission may be used
as predictors of outcome in patients with isolated traumatic
brain injury irrespective of GCS score on admission.
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ビン複合体（thrombin-antithrombin complex；以下，

Ⅰ─────────────── はじめに ─

TAT）に着目し，その詳細について検討したので報告

頭部外傷後に凝固線溶異常を併発することはよく

する。

知られている。その病態として，脳損傷に伴う組織
トロンボプラスチンの血中への流入が契機となり凝

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

固亢進状態を引き起こすと考えられている。また，
凝固線溶異常の程度が脳損傷の程度を反映すること

来院時 TAT 値を測定しえた単独頭部外傷 50 例を

から，頭部外傷患者の予後予測における各種凝固線

対象とし，各症例の来院時 Grasgow coma scale（以

溶系マーカーの有用性が報告されおり，これまでは，

下，来院時 GCS）と退院時 Glasgow outcome scale
（以

比較的簡便に測定できる PT や FDP，D ダイマーな

下，退院時 GOS）を検討した。症例は全て受傷現場

どの線溶系因子の有用性が報告されてきた。今回は，

から直接当院に搬送されており，脳幹部損傷など明

頭部外傷後の凝固線溶異常のトリガーである凝固亢

らかな天幕下病変を認めた症例はない。

進の程度を鋭敏に反映するトロンビン−アンチトロン
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Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕来院時 GCS と退院時 GOS（Fig.1）
来院時 GCS が 7 点以下の重症頭部外傷 26 例中，
退 院 時 GOS が MD 以 上 の 予 後 良 好 例 は 10 例
（38.5％），退院時 GOS が SD 以下の予後不良例は 16
例（61.5％）であり，来院時 GCS が 8 点以上の 24 例
中，予後不良例は 3 例（12.5％）のみで，予後良好例
は 21 例（87.5％）であった。すなわち，来院時 GCS
が 7 点以下でも，その約 4 割は予後良好例であり，

Fig.1 Relationship between GCS on admission and GOS
at discharge.

うち 1 例は来院時 GCS が 3 点であった。一方，来
院時 GCS が 8 点以上の中等症以下の頭部外傷例のう
ち予後不良例は 3 例のみで，うち 2 例は来院時 GCS
が 8 点 ま た は 9 点 で あ っ た が ，残 る 1 例 は 来 院 時

GCS が 15 点で死亡症例（talk ＆ die 症例）であった。
〔 2 〕来院時 GCS が 3 点と 15 点症例の来院時 TAT
値と退院時 GOS（Fig.2）
来院時 GCS が 3 点の 7 症例の来院時 TAT 値をみ
てみると，予後不良例 6 例は 1540 ± 473 ng/ml（最小
値 660 ng/ml）と著しい高値を示し，うち死亡例の 4
例は 1630 ng/ml 以上であった。しかし GR の 1 例は

25.1 ng/ml と 予 後 不 良 例 に 比 べ 著 し く 低 値 に と ど

Fig.2 In cases of GCS score of 3, plasma TAT level in
patients with good outcome showed extremely low
compared to patients with good outcome. On the other
hand, In cases of GCS score of 15, plasma TAT level in
patients with poor outcome showed extremely high
compared to patients with good outcome.

まった。一方，来院時 GCS が 15 点の 8 症例の来院
時 TAT 値は，予後良好例 7 例では 135 ± 138 ng/ml
（最高値 390 ng/ml）であったにもかかわらず，死亡し
た 1 例は 970 ng/ml と著しい高値を呈していた。

〔 3 〕来院時 GCS が 3 ～ 7 点の重症頭部外傷症例の
来院時 TAT 値と退院時 GOS（Fig.3）
来院時 GCS が 3～ 7 点の重症頭部外傷例 26 例の
来院時 TAT 値をみてみると，予後不良例 16 例では

1264 ± 477 ng/ml（最小値 578 ng/ml）と著しい高値を
呈し，予後良好例 10 例では 435 ± 289 ng/ml（最高値

790 ng/ml）にとどまり，両者間に有意差を認めた。

〔 4 〕来院時 GCS，来院時 TAT 値と各症例の退院時

GOS（Fig.4）
Fig.3 In patients with GCS score of < 8, plasma TAT
levels on admission in patients with good outcome
were significant lower than in patients with poor
outcome.

来院時 GCS ごとに来院時 TAT 値をみてみると，

GCS 6 点の 1 例を除くすべての症例で，予後良好例
の来院時 TAT 値が予後不良例の値を下回っていた。
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の程度は頭部外傷の臨床経過や脳損傷の定量的指標で
ある血中 neuron specific enolase（NSE）や CPK の BB

isozyme と高い相関関係を認め，各種凝固線溶系マー
カーの中でも凝固亢進状態の鋭敏な指標である TAT
値が最も強い相関関係にあることを報告した 2）。さら
に，その後の研究で，生理的凝固線溶阻止因子から凝
固線溶動態をみてみると，頭部外傷後の凝固線溶異常
は敗血症性 DIC とは対照的に，凝固阻止因子よりも
線溶阻止因子に減少を認めることが特徴的であり，特
に重症例でその傾向が顕著であること，すなわち，重
症頭部外傷急性期は相対的な線溶亢進状態にあること
を報告した 1）。また，各種凝固線溶系マーカーが頭部

Fig.4 Plasma TAT levels in patients with good outcome
were lower than in patients with poor outcome in cases
of same GCS score on admission.

外傷の予後を予測するうえで有用であるとの報告も多
くなされている 3,6,7,9,10）。著者もこれまでに報告した
ように，PT，APTT，血小板数などの従来の凝血学
的検査よりも，FDP，D ダイマー，アンチプラスミ
ン，プラスミン・アンチプラスミン複合体などの線
溶系分子マーカーのほうがより重症度を反映するた
め，これらを頭部外傷患者の予後予測因子として報
告されることも多い 4,5,8,11）。しかし，頭部外傷の凝
固線溶異常のトリガーが脳組織に多量に含まれる組
織トロンボプラスチンの血中への流入による凝固亢
進であることを考えると，凝固亢進の程度が脳損傷
の程度および頭部外傷患者の予後と最も相関する可
能性が高いことは容易に推察される。凝固亢進の程
度をみるには，二次的に影響する線溶系因子よりも

Fig.5 All patients with plasma TAT level of < 400 ng/ml
had a good outcome, and all patients with plasma TAT
level of > 800 ng/ml had a poor outcome.

直接的な凝固亢進の鋭敏な指標である TAT 値をみる
のが望ましいと考えられる。今回，頭部外傷患者の
予後予測の指標として来院時 TAT 値の有用性を詳細
に検討するため，来院時 GCS，退院時 GOS と比較

〔 5 〕来院時 TAT 値と退院時 GOS（Fig.5）

検討した。その結果，来院時深昏睡の症例でも，退
院時 GOS で GR の症例では来院時 TAT 値は低値を

退院時の GOS ごとに来院時 TAT 値をみてみると，
来 院 時 TAT 値 が 400 ng/ml 未 満 で あ れ ば 来 院 時

示し，来院時意識清明でもその後急速に悪化し死亡

GCS のいかんにかかわらず全例予後良好であり，来

した症例では来院時 TAT 値は著しい高値を示した。

院時 TAT 値が 800 ng/ml 以上であれば来院時 GCS

その他，来院時 GCS が同じでも，来院時 TAT 値が

のいかんにかかわらず全例予後不良であった。

低い症例の転帰は良好であり，来院時 TAT 値が高値
を示すものの転帰は不良であった。すなわち，来院

Ⅳ─────────────── 考

時 TAT 値は，脳振盪症例や talk & deteriolate 症例の

察 ─

ように来院時 GCS と退院時 GOS とが解離するよう

頭部外傷後に凝固線溶異常が併発することはよく知

な症例を早期に判別することができる可能性がある

られている。著者も，頭部外傷後は比較的軽症例にお

ことが示唆された。重症頭部外傷では敗血症でみら

いても凝固線溶亢進状態を呈しており，凝固線溶異常

れる TAT 値の数十倍以上にも相当する値を呈するた
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頭部外傷後に CT による経過観察を

The necessary factor of repeat computed
tomography imaging in traumatic head injury

必要とする要因
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Background : Traumatic brain injury (TBI) patients need
repeat head computed tomography (CT) in many cases.
But the necessity and factor of repeat head CT is unclear.
The purpose of the present study is to assess the necessity
and factor of repeat head CT in TBI patients.
Methods : A retrospective study performed in an emergency
medical center between April 2010 and November 2011.
The TBI patients who dead the first 24 hours, directly
operated and did not follow repeat head CT were excluded.
Clinical data collected included age, sex, time between
onset and first head CT, type of head trauma, injury severity
score (ISS) on admission, Glasgow coma scale, and function
of coagulation.
Result: 104 patients were assessed within 20 months. The
necessary factors of repeat head CT were hematoma volume
in first CT, ISS on admission and soluble fibrin. Positive
predictive rate was 75% and negative predictive rate was
83% in the prediction formula with these parameters.
Conclusion : It is possible to predict the progression of TBI
in part with these parameters.
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の撮影間隔については様々な議論がある。さらに重

Ⅰ─────────────── はじめに ─

症頭部外傷患者では頭部 CT 撮影を行うために集中
治療室から CT 室への移動することは患者の予後に

はじめに本研究に関して，開示すべき利益相反はな

影響することもあり，また頻回の頭部 CT 撮影に伴

い。
頭部外傷の初期診療において，computed tomogra-

う放射線曝露といった問題も存在する。そこで本研

phy（以下 CT）撮影の有用性はこれまでに確立されて

究の目的は頭部外傷患者に対し，来院時所見をもと

おり

JATEC®や日本脳神経外傷学会のガイドライン

にその後の血腫除去術の是非を検討することによっ

1,2）
。一方で初

て，初期診療後に頭部 CT 撮影による経過観察を必

など各ガイドラインで推奨されている

期診療後に頭蓋内血腫が増大することは少なくない

要とする要因を明らかにすることである。

が，重症例においては患者の鎮静および人工呼吸管
理を行うため，病態の増悪に伴う患者の意識状態の

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

変化を観察することができない。そこで定期的に頭
部 CT 撮影による経過観察を行う必要があるが，定

対象は 2010 年 4 月 1 日から 2011 年 11 月 30 日ま

期的な頭部 CT 撮影の必要性，必要とする要因やそ

での 20 ヵ月間に大阪府立中河内救命救急センターに
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Table 1 Clinical characteristics

Ope +（n=20）

Ope −（n=84）

p value

44.1 ± 21.9

43.0 ± 23.9

0.851

18 ： 2

61 ： 23

0.146

4.6 ± 0.6

3.5 ± 1.2

<0.001

25.9 ± 11.8

17.9 ± 8.9

0.005

8.5 ± 4.6

10.8 ± 4.1

0.045

101.9 ± 24.5

97.3 ± 17.8

0.221

BT（°C）

35.9 ± 1.1

36.2 ± 0.8

0.106

pH

7.36 ± 0.07

7.39 ± 0.09

0.069

BE（mmol/l）

− 1.88 ± 2.62

− 1.07 ± 3.43

0.127

Lac（mmol/l）

3.33 ± 1.85

2.92 ± 2.28

0.202

Plt（ ×104/µl）

23.4 ± 8.3

22.5 ± 7.8

0.326

APTT（sec）

30.9 ± 6.0

27.4 ± 5.3

0.013

Fib（mg/dl）

186.8 ± 44.2

211.1 ± 65.6

0.027

INR

1.07 ± 0.13

1.01 ± 0.10

0.029

144.1 ± 116.7

53.2 ± 87.7

0.002

D-dimer（µg/ml）

71.6 ± 61.7

28.5 ± 45.7

0.004

SF（µg/ml）

86.7 ± 32.0

44.3 ± 41.0

<0.001

ThetimebetweenonsetandfirstCT（min）

56.1 ± 11.8

64.7 ± 26.9

0.079

traumaticICH

4（20％）

17（20％）

0.774

Subduralhematoma

16（80％）

24（29％）

<0.001

Epiduralhematoma

2（10％）

16（19％）

0.514

traumaticSAH

18（90％）

61（73％）

0.146

fracture

17（85％）

36（43％）

<0.001

HematomaVolume（ml）

25.9 ± 29.9

4.8 ± 14.7

<0.001

Factor
Age
Male ： Female
AISscoreofhead
ISSscore
Glasgowcomascaleonadmission
mBP（mmHg）onadmission

FDP（µg/ml）

HeadCTfindingsonadmission

AIS; Abbreviated injury score, ISS ; Injury severity score, BP; Blood pressure, BT; Body temperature, BE: Base excess, SF ;
Soluble fibrin, ICH ; Intracerebral hemorrhage, SAH; Subarachnoid hemorrhage

搬送された頭部外傷患者 436 例のうち 104 例である。

かった例等を除外した。

当施設では来院後の頭部 CT 撮影で最大血腫幅が

本研究では頭部 CT 撮影による再検の必要性を頭部

1 cm を超える場合，ミッドラインシフトが 1 cm を

CT 再検後の血腫除去術の有無で定義した。そこで，

超える場合においては直ちに手術を行うこととして

① 頭部 CT 撮影の再検後に血腫除去術を行った 20 例

いる。また，来院時の神経学的所見で何らかの異常

（手術群）と頭部 CT 撮影の再検後に血腫除去術を行

を認めた場合や鎮静し意識状態の変化が観察できな

わなかった 84 例（非手術群）に分け，年齢，性別，外

い場合等では概ね初回 CT から 3 時間後に頭部 CT

傷の重症度〔頭部 Abbreviation Injury Score（以下頭部

撮影を再検している。本研究では入院後 24 時間以内

AIS），Injury Severity Score（以下 ISS），来院時神経

に死亡した例，初回頭部 CT 撮影後に直ちに血腫除

学的所見（Glasgow Coma Scale；以下 GCS）
〕
，来院

去術を施行した例，定期的な頭部 CT 撮影を行わな

平均血圧および脈拍，体温，pH，Base Excess（以下
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Table 2 The judgement of the progression of TBI by
prediction formula

p ≧0

p<0

total

Ope+

15（75％）

5（25％）

20（100％）

Ope−

14（17％）

70（83％）

84（100％）

Ⅳ─────────────── 考

察 ─

頭部外傷患者に対し，初期診療後に定期的な頭部

CT 撮影の必要性，その要因については様々な検討を
されている。
まず，定期的な頭部 CT 撮影の必要性についてで
あるが，Smith らは定期的な頭部 CT 撮影によって

prediction formula : p=0.0526 ×(Hematoma volume) + 0.0797 ×
(ISS) + 0.0170 × (SF) − 3.6116
p≧0 ; the injury may progress
p <0; the injury may not progress

病変の進行は認めるものの，臨床所見に変化がなけ
れば手術介入を行わなかったことから，早期の定期
的な頭部 CT 撮影は適応にないとしている 3）。Chao

BE），血中乳酸値，入院時凝固機能検査〔血小板数，

らも神経学的所見に変化がないもしくは所見が正常

活性化部分トロンボプラスチン時間
（以下 APTT），プ

である場合，定期的に頭部 CT を撮影してもその後

ロトロンビン時間国際標準化比（以下 PT-INR），血

の治療介入に影響を及ぼさないとしている 4）。一方

中フィブリノゲン値，フィブリン分解産物（以下

で，Bee らは臨床所見にかかわらず頭部 CT 撮影を

FDP）値，D-dimer 値，可溶性フィブリンモノマー

再検したところ，207 例中 58 例で画像所見の増悪を

（soluble fibrin；以下 SF）値〕
，覚知から初回頭部 CT

認め，その内 18 例で手術加入を必要とした。手術介

撮影までの時間，初回頭部 CT 撮影での所見，頭蓋

入をした 18 例中，5 例は術前に無症状であったこと

内血腫容積について後方視的に比較検討した。② 次

から，軽症頭部外傷患者においても定期的な頭部 CT

にこれらの来院時所見を独立変数とし，頭部 CT 再

の再検は有用であると結論づけている 5）。Brown ら

撮影後の血腫除去術の有無を従属変数として判別分

は定期的に頭部 CT 撮影をした場合と，神経学的異

析を行った。

常をきたして頭部 CT を撮影した場合に分け検討し
たところ，定期的に頭部 CT 撮影した患者では 1％

解析方法：統計処理は比較検討については t 検定，
χ2 検定もしくは

Fisher 検定で p<0.05 を有意差あり

しか手術介入しなかった（ただし全例が来院時 GCS 8
点以下）のに対し，神経学的に異常をきたした場合の

と判定した。

38％に治療介入を必要としたので，神経学的異常を

Ⅲ─────────────── 結
1.

2.

きたせば CT を再検する必要があり，GCS 8 点以下

果 ─

であれば CT による経過観察が必要であるとしてい

頭部 AIS 値および ISS 値については手術群が非

る 6）。本研究では，初回頭部 CT 撮影より概ね 3 時

手術群と比較して有意に高く，来院時 GCS につ

間という比較的早期に頭部 CT による再検を行った

いては手術群が非手術群に比較して有意に低値

が，頭部 CT による経過観察の時期は重要な点であ

であった。また血液検査では PT-INR，FDP 値，

ると考えられる。Fainardi らは，外傷性くも膜下出

D-dimer 値 ， SF 値 は 手 術 群 で 高 く ， APTT，

血に対して経過観察の頭部 CT は初回撮影後 12～24

フィブリノゲン値は手術群で有意に低かった。

時間おきに，可能なら最大 48 時間後まで撮影すべき

初回頭部 CT 所見では手術群が非手術群に比べ

としている 7）。また，Sullivan らの急性硬膜外血腫

硬膜下血腫の割合が高く，血腫容積も手術群で

160 例に対して保存的に経過観察した研究では，硬

有意に大きかった（Table 1）
。

膜外血腫の最大化をきたした時期は中央値で受傷か

手術の有無：ステップワイズ変数選択で選択さ

ら 8 時間後，また初回頭部 CT 撮影から 5, 6 時間後

れた独立変数は硬膜下もしくは硬膜外血腫容積，

であり全例 36 時間以内に血腫量は最大となってい

ISS， SF であった。これらを用いた判別式によ

た 8）。本研究では初回頭部 CT から 3 時間後に頭部

り手術群および非手術群を判別すると，陽性的

CT を撮影した結果，19％の症例で手術介入を要し

中率は 75 ％，陰性的中率は 83 ％であり全体の

たことから早期の頭部 CT による再検は有用である

判別的中率は 81.7 ％であった（Table 2）
。

と考えられる。しかし，頭部 CT の再撮影の時期に
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ついて検討したわけではないので，適切な撮影時期

凝固障害についても TAT 等の他のパラメータについ

についてはさらなる検討が必要である。

ては本研究では検討していないため，今後さらなる

次に頭部 CT 撮影を必要とする要因について考察

詳細な検討が必要である。さらに本研究では手術群

する。Kaups らの検討では頭部 CT 撮影後の病変増

が少数であり的中数が全体の割合に大きく左右する

悪のリスク要因として，損傷の程度，ショック，凝

ので，今後さらに症例を重ねて再検討する必要があ

固障害，頭蓋内圧の亢進を挙げている

る。

9）
。White

らの

検討でも，凝固障害（INR＞1.3）が病変増悪のリスク
要因としている 10）。本研究では，初回頭部 CT 撮影

Ⅴ─────────────── おわりに ─

後の病変の増悪に影響する要因として初回頭部 CT
撮影での血腫容積，ISS 値，SF が挙げられた。初回

頭部外傷後の経過観察のための頭部 CT 撮影の必

頭部 CT 撮影での血腫量は頭部外傷の重症度を反映

要性とその要因について検討した。来院時所見に

し，これは初回頭部 CT 所見においてある程度の血

よって，その後の増悪はある程度予測可能であり，

腫量を認めることは，手術適応になくても血管損傷

それを踏まえ定期的な頭部 CT を撮影すべきである

が存在するもしくは凝固能が破綻する可能性を示す

と考えられた。

ものと考えられる。ISS は AIS を基に算出される重
文

症度であるので，頭部外傷の重症度をそのまま反映
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障害を反映するのかについては明確ではない。また，
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動障害は表面上目立たないことが多い 9）。

Ⅰ─────────────── はじめに ─

むしろ，他者との関わりが求められてくる慢性期

高次脳機能障害では，注意障害や記憶障害，遂行

になって初めて社会的行動障害が顕在化してくるこ

機能障害，感情と行動の調節の障害（以下，社会的行

とが多い。その際，医療者側から何らかの介入を受

動障害）がみられる。

けないでいると，この障害を持つ者は，その混乱を

しかし，原因疾患が外傷性脳損傷 traumatic brain

さけるため，閉居した生活をおくりがちになる。さ

injury（以下，TBI）の場合，びまん性軸索損傷が生じ

らに，その孤立した状況を続けると，障害者の心理

ていても，局所性脳損傷所見がなければ，画像診断

は不安定になり，残存している機能も低下するため，

上は異常なしと診断されがちである。また急性期は，

社会復帰がさらに困難になる 16）。

意識障害や注意障害の方が目立ちやすく，社会的行

この孤立からの脱却することを目的に，我々は
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2007 年より高次脳機能障害者に対し，医師・作業療
法士・看護師・臨床心理士のスタッフから構成される
デイケアを開設し，生活支援を主体にしたグループ
訓練を行ってきた。
このような多職種のスタッフによる包括的な生活
支援や，集団的作業訓練は，他の施設でも行われて
おり，患者本人の自己評価や，医療者側の評価をも
とにグループ訓練の有効性が報告されてきた 1,2,6,7,10,
11,12,15,19,20）
。

Fig.1 The situation of a meeting.

しかしながら，社会的行動障害の下位症状である

Participants made a speech seeing a memo.

「興奮・脱抑制などの感情の調節」 や，
「他者との協
調」について自己評価することは難しい。また「意欲
の低下」や，
「抑うつ気分」は，短い訓練時間内で医療
者が評価することは難しい。むしろ，これらの評価
は，患者と長い時間生活をともにする家族による評
価が重要である。しかし，患者の家族から評価され
た報告は，渉猟した限りにおいて見出すことができ
なかった。
そこで本稿では，まず我々の活動内容を紹介し，
次に家族が評価した患者の心理面の変化を検証し，グ
ループ訓練の意義を考察した。

Fig.2 The example of a cognitive subject.
Four-letter Kanji idioms were looked for.

Ⅱ ─────────────── 活動内容─
〔 1 〕高次脳機能障害外来との関係
当院では，2004 年より高次脳機能障害についての
専門外来（以下，高次脳外来）を開設した。この高次
脳外来を受診した患者で，高次脳機能障害の診断基
準を満たした場合，受傷して 6 ヵ月未満のものに対
しては，個別の作業訓練や言語訓練を行った。これ
らのものは，個別の訓練が終了した時点で再評価を

Fig.3 A minor trip.

行った。受傷後，6 ヵ月を経過しても就労していな

The schedule was built and performed.

いものに対しては，デイケアへの参加をすすめた。
ただし，意識障害や重症失語症が継続するもの，お
よび多罰的な言動があるものは高次脳外来での診察

現ができることに目標設定をおき，自分の近況やそ

を続け，デイケアへの参加を見合わせた。

の日の体調・感想を発言させた。この際，記憶障害
を持つ患者には，あらかじめ発言内容を手帳にメモ

〔 2 〕プログラム

をしておくよう指導した。そして，そのメモを見な

高次脳デイケアのプログラムは，ミーティング・

がら発言する習慣を奨励した（Fig.1）。
認知課題は，視覚的および聴覚的な注意・記憶課

認知課題・生活訓練で構成した。

題を中心とし，出版されている課題集 3,8,18）から選抜

ミーティングでは，集団の中で落ちついて自己表
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Table 1 Patient characteristics
＜ 就労面の帰結 ＞

開始時
意識消失 受傷後
No. 年齢 性別 受傷部位 受傷時意識 の期間 の期間
（歳）
（日） （月）

受傷前

デイケア
開始時

デイケア利用
6 ヵ月以降

本報告直近時

1

17

男

DAI

E1V2M5

30

6

自営業

自営業

自営業

同左

2

22

女

両側 F

III-200

30

39

学生

無就労

普通就労

退職（在宅）

3

26

女

右F

II-10

14

20

学生

無就労

普通就労

同左

4

33

男

両側 F

III-200

7

60

会社員

普通就労

普通就労

退職（デイケア復帰）

5

37

男

右 FT

I-R

1

113

会社員

休職

普通就労

同左

6

48

男

右F

II-20

7

144

会社員

休職

普通就労

同左

7

51

男

DAI

II

7

384

会社員

普通就労

普通就労

同左

8

20

女

DAI

III-200

30

21

学生

無就労

福祉就労

同左

9

26

男

DAI

III-200

60

11

会社員

退職

福祉就労

同左

10

26

男

DAI

III

60

48

会社員

退職

福祉就労

同左

11

27

男

両側 F

E4V3M6

90

28

会社員

退職

福祉就労

同左

12

36

男

DAI

III

21

185

学生

無就労

福祉就労

同左

13

38

男

DAI

II-30

2

75

アルバイト

無就労

福祉就労

同左

14

53

男

両側 F

II-10

30

127

会社員

退職

福祉就労

同左

15

62

女

左 FT

III-100

7

6

主婦

無就労

グループ活動

同左

16

30

男

DAI

III

14

76

会社員

退職

デイケア継続

同左

17

37

男

両側 F

III-200

90

132

学生

退職

デイケア継続

同左

18

51

男

DAI

III-300

10

34

公務員

退職

デイケア継続

同左

19

57

男

両側 F

I-1

1

34

自営業

退職

デイケア継続

同左

20

59

男

右P左T

III

7

8

会社員

退職

デイケア継続

同左

21

33

男

DAI

III-100

30

119

会社員

普通就労

普通就労

普通就労

22

49

男

DAI

III

20

6

公務員

退職

デイケア継続

アルバイト

23

38

男

DAI

III

1

8

会社員

退職

デイケア継続

同左

平均

38.1

24.7

77.6

した。また，その時節に即した内容を含んだ課題を

Ⅲ ─────────────── 対

スタッフが独自に作成した（Fig.2）
。

象─

2007 年 4 月より 2011 年 3 月までの 4 年間に，当

生活訓練の内容は，身体的活動を基本とし，調理
や買い物などの家事，および小旅行や趣味活動など

院のデイケアを利用した TBI 患者全 28 名のうち，

の集団行動で構成した。訓練の場所はデイケアルー

6 ヵ月以内に退会した 4 名と死去退会した 1 名を除

ムに限らず，屋外や近隣施設などへの外出も行い，

いた 23 名を評価対象とした。Table 1 に全患者の背

実生活に近い活動を行った（Fig.3）
。

景を示した。
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Table 2 The changes of neuropsychological examination
再評価
（6 ヵ月後）

p

WAIS-R（FIQ） 76.5 ± 15.2

79.4 ± 18.6

0.039*

WAIS-R（VIQ） 82.7 ± 13.9

83.4 ± 17.7

0.328

WAIS-R（PIQ） 73.0 ± 17.8

78.2 ± 18.5

0.004**

HDS-R

23.0 ± 4.5

25.1 ± 4.9

0.008**

MMSE

25.1 ± 3.5

26.5 ± 3.3

0.016*

FAB

14.0 ± 3.3

15.3 ± 3.1

0.035*

かな拾い

32.3 ± 13.1

33.6 ± 12.8

0.211

SDMT

34.2 ± 10.7

36.0 ± 11.8

0.116

逆唱（桁）

4.1 ± 1.4

4.2 ± 1.3

0.246

PASAT

21.± 13.8

21.9 ± 14.0

0.267

TMT-A（秒）

73.6 ± 34.8

75.8 ± 86.2

0.448

TMT-B（秒）

166.4 ± 84.7

163.0 ± 95.2

0.444

3.4 ± 2.1

3.9 ± 2.0

0.117

神経心理検査

初期評価

KWCST（CA）
（paired t test: n=23）

Fig.4 The changes in psychiatric assessment.
The improvement was found by six factors.

なお一部の症例には，高次脳外来で向精神薬を投
与していたが，評価の期間中には基本的に投薬の変
更を行わなかった。

Ⅴ ─────────────── 結

果─

〔 1 〕診療保険請求の結果

（*p<0.05 **p<0.01）

1 名あたりのデイケアの診療報酬は，6 時間利用の
場合は 700 点（3 時間利用の場合は 330 点）であった。
これに早期加算料（デイケア開始より 1 年間のみ請求
可能）50 点，外来診療料 70 点が加わり，合計点数は

Ⅳ ─────────────── 評価方法─
①
②

820 点（3 時間利用の場合は 450 点）であった。なお，

認知面に関して，デイケア開始前と 6 ヵ月後に，

各患者の自己負担額は，手帳の有無や事故補償の有

Table 2 に示した神経心理検査を施行した。

無により異なり，1 回につき 0〜2460 円であった。

心理面に関しても同様に，デイケア介入前後に，

〔 2 〕デイケアの利用者の動向

神経行動障害についての質問票 21）を，各症例の

デイケアの利用者は毎回 10～18 名（平均 13.3 ± 2.1

家族に対して施行した。

名）であった。

この質問票は，社会的行動障害の定量的評価をす
るものである。まず，試験的アンケート調査を行っ

デイケア介入開始時に就労していた者は 4 名であ

て，その結果の因子分析から，社会的行動障害を構

り，全員とも普通就労であった。しかし受傷前に行

成する 6 因子として，
「易怒性」
「発動性の低下」「他

えていた作業がこなせず，配置転換をされており，

者情動の理解」「抑うつ気分」
「自己表現」
「身だしな

その就労を続けながら，当院の高次脳デイケアを利

み」を抽出した。本質問票は，これらの因子を形成し

用した。残りの 19 名は無就労であった。デイケア介

た質問文 39 問からなる。

入後の結果は，普通就労が 8 名（復職 3 名，配置転換

① に つ い て は 対 応 の あ る t 検 定 ，② に つ い て は

3 名，新規採用 2 名），福祉的就労や民間グループ活

Wilcoxon 符号付順位検定を用い，両者とも 5％水準

動参加が 8 名，デイケア継続利用が 7 名であった

を有意差として統計学的評価を行った。

（Table 1）。

12
神経外傷 Vol.35 2012

〔 3 〕認知面評価の推移

〔 2 〕生活訓練の重要性

Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised（以 下 ，

高次脳機能障害者に対する社会復帰支援には，医

WAIS-R）の Full Intelligence Quotient（以下，FIQ）

学的訓練，職能訓練，生活訓練がある 4）。これらの

と Performance Intelligence Quotient（以 下 ， PIQ），

中で生活訓練とは，家庭内での日常生活への対応や

Hasegawa's Dementia Scale-Revised（以 下 ， HDS-

家庭外での社会生活への対応（公共交通機関の利用，

R），Mini-mental state examination（以下，MMSE），

買い物，対人交流など）の訓練を指す。従来のリハビ

Frontal Assessment Battery（以下，FAB）で有意な改

リテーション医療の枠組みでは病院内での個別訓練

善がみられた。一方，それ以外の神経心理検査では

が主体となってしまうため，生活訓練を行える体制

有意な変化はみられなかった（Table 2）
。

がとりにくかった。これに対し，デイケアの形態で
は一日 6 時間の訓練時間がとれるため，実際的な生

〔 4 〕心理面評価の推移

活訓練を行うことが可能であった。

質問票の 6 因子のすべて，すなわち「易怒性」「発

〔 3 〕心理面での改善がみられた点

動性の低下」「他者情動の理解」
「抑うつ気分」「自己
表現」「身だしなみ」の因子で得点が有意に低下して

心理面では，「易怒性」「発動性の低下」「他者情動

おり，症状に改善がみられた（Fig.4）
。

の理解」「抑うつ気分」「自己表現」「身だしなみ」の

6 因子で改善がみられた。

Ⅵ─────────────── 考

その理由を以下に考察してみる。まず本報告では，

察 ─

受傷 6 ヵ月以降の慢性期の患者のみを扱っているこ

我々は，慢性期 TBI の生活支援を目的にデイケア

とから，意識障害の改善が原因とは考えられない。

を行ってきた。その活動の利点と問題点を以下に考察

また評価を行った 6 ヵ月間には，基本的に投薬の内

した。

容は変更しなかったので，薬物投与による影響は少
ないと考えられた。さらに認知面では，一部の神経

〔 1 〕高次脳機能障害患者の訓練を精神科デイケア

心理検査
（FIQ・PIQ・HDS-R・MMSE・FAB）で改善は

で行うことの利点

みられたものの，他の神経心理検査では変化はみら
れなかったことから，何らかの特異的な認知機能が

デイケアとは，障害により社会的生活や対人交流

改善したものとは考えにくかった。

に困難をきたしている者に対して通院形式で行われ
る介入の一つでる。昼間の一定時間（6 時間程度）に，

むしろ患者間での交流が行えた影響で，心理面に

医師の指示のもとで，作業療法士・看護師・臨床心

改善がみられたのではないかと考えられた。特に認

理士などで構成される医療チームによって運営され

知課題は難解なものを避け，楽しみながら患者間の

る。訓練場の広さの規定（60

交流が行えるものを選抜した。すなわち，グループ

m2 以上）などの条件を

満たせば，保険請求が認められる

17）
。

で行う訓練は，
「発動性」を向上させた可能性がある。

当院ではデイケアの開設以前に，通院集団精神療

次に，ミーティングでのスピーチや，認知課題で

法の形態で認知リハビリテーションを行っていた。し

の回答の際には，言語だけでなく手振り・身振りを

かし，その診療報酬は患者 1 名あたり 270 点であり，

加えて他者にわかりやすく内容を伝えることを指導

専従のスタッフをおくことは困難であった。そのた

した。中村ら 13）も，失語症患者に対するグループ訓

め訓練の時間も 2 時間程度が限界であり，机上で行

練において，言語に限らずあらゆる手段でコミュニ

う認知的訓練に限らざるを得なかった。

ケーションをとるように指導した結果，心理面での
改善がみられたと報告している。

それに対してデイケアでは，前述したように保険請
求ができるため専従のスタッフを置くことが可能で

また，大熊ら 14）は，かつて行っていた集団での作
業療法をふりかえり，集団の中で患者同士がさまざ

あった。

まな情報交換ができたことや，励まし合えたことを

13
神経外傷 Vol.35 2012

利点にあげている。当院のデイケアにおいても，患

患者は，抑うつ気分・興味の消失・睡眠障害を伴っ

者同志の交流により発動性と自己表現が改善したこ

ており，高次脳外来への通院を続け，精神刺激剤や

とで，「抑うつ気分」が減少した可能性がある。

抗うつ剤の投薬をうけている。デイケアを行う際に

さらに大熊ら 14）は，自立した生活の再獲得のため

は，参加する患者の受け皿として，高次脳外来が必
要であった。

には他者との関わりが重要であったこと，自分と同
じ境遇の人たちをみることで普遍的体験を持ち自己

〔 6 〕本報告の限界点

効力感を高められたことも強調している。すなわち，
自分と同じ境遇の他者をみることで「他者情動の理

本報告では，従来の個別的作業訓練との比較検討

解」が得られた可能性がある。また，グループで行っ

は行っていない。したがって，グループ形式の訓練

た作業課題はストレスに耐える力を養い，
「易怒性」

が，個別訓練より優るものかは判断できなかった。

を抑えられた可能性が考えられた。

また，当院のデイケアは週に 1 日しか行っていない。

5）は，同じ問題をかかえた他の症例

作業所・デイサービスなどの他施設を併用していた患

と過ごす時間を作ることで，病識が回復するのでは

者も混在しており，これらの施設での介入が本報告

ないかと報告している。すなわち障害をかかえた他

の結果に影響を及ぼしている可能性も否定できな

者を見ることで，自らをふりかえって病識を持つよ

かった。

ところで橋本

うになり，「身だしなみ」が改善した可能性がある。
以上より，当院のデイケア形態のグループ訓練で
行ったミーティング・認知課題・作業課題による非特
異的な全般的効果で，心理面の改善がみられたもの
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慢性硬膜下血腫に季節性はあるのか？

Examination of the seasonality of chronic
subdural hematoma
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Chronic subdural hematoma is one of the most common
diseases encountered in neurosurgical practices. The relationship between the case number of chronic subdural
hematoma and seasons has not been reported until now.
The relationship between recurrence rate of chronic subdural hematoma and seasons has not been reported, too.
We examined the monthly case number of and recurrence
case number of chronic subdural hematoma in our hospital.
The examination included 769 adult patients who had
undergone the first one burr-hole surgery between January
2000 and December 2010. We examined the monthly
number of cases (recurrence cases and non-recurrence cases),
recurrence rate, and recurrence risk factor.
The number of cases was higher in August, April, July
and September. November and March had few cases.
Recurrence rate was highest in July and lowest in December.
We found an association between age and monthly recurrence rate among a recurrence risk factor.
We think that there is an association between the daily life
activity of the elderly person and case number of chronic
subdural hematoma. The daily life activity of elderly
persons shows seasonality. Therefore, we think that the case
number of chronic subdural hematoma shows seasonality.
To decrease the recurrence rate, examination of the postoperative volume of infusion and an appropriate rest period
are necessary.

Key words :
Chronic subdural hematoma
Recurrence
Seasonality

Received September4,2012
Accepted September28,2012
Neurotraumatology 35 : 16–21, 2012

Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

慢性硬膜下血腫は脳神経外科領域では，日常診療

2000 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日までに当

においてよく遭遇する疾患である。年間を通して経

院脳神経外科に入院し手術加療を行った成人慢性硬

験する症例であるが，症例数および再発率と季節性

膜下血腫の初回穿頭術を対象とした。両側の血腫は

に関する報告はみられない。今回当院で経験した慢

2 例とし，対象例は 769 例であった。慢性硬膜下血

性硬膜下血腫に対して，月毎の症例数および再発率

腫の診断は，手術で外膜を確認できた場合とした。

に関して検討したので報告する。

手術は局所麻酔による穿頭洗浄ドレナージ術で，洗
浄液は乳酸リンゲル液，生理食塩水および人工髄液
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Table 1 Monthly summary of chronic subdural hematoma in our hospital
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Fig.1 Mean number of days from operation to discharge.
t-test
p<0.01 April and February, April and August, December and February
p<0.05 April and January, April and March, April and May, December and August, December and January, July and
February

Fig.2 Monthly average age.
t-test
p<0.01 April and January, April and June, May and January, July and January
p<0.05 April and March, April and December, May and June, July and June, August and January, August and June,
September and January, November and January

の何れかを使用した。ドレナージチューブは術翌日

前血腫の吸収値（鏡面形成），術前血腫量（80 ml を超

に抜去を基本としたが術翌日の頭部 CT で血腫腔体

える），両側血腫，両側手術を検討対象とした。さら

積が大きい場合には主治医の判断で留置を継続した。

に，全症例および外傷が明らかな症例（手術月と受傷

術後は 3 ヵ月経過観察を行い血腫の増大傾向があれ

月）に関して月毎の症例数，月平均症例数，標準偏差

ば，さらに経過観察を継続した。再発の定義として，

を求めた。頭部 CT での術前血腫の吸収値は，脳灰

血腫が再増大して再手術を行ったものを再発とした。

白質と比較して低吸収域，等吸収域，高吸収域に分

月毎の症例数（再発例数，非再発例数）
，再発率，

類し，さらに低吸収域と高吸収域の混在する場合は

外傷が明らかな症例数（手術月と受傷月）および手術

混合吸収域とし，低吸収域と高吸収域で鏡面像を形

から退院までの平均日数を比較検討した。また，月

成する場合には鏡面形成とした。術前血腫量は，CT

毎の再発危険因子の比較検討を行った。再発危険因

画像上で Synapse®（富士フィルム）を使用して ROI

子としては当院でのこれまでの検討から，年齢（70

を計測して面積を求めて各画像での面積の和で体積

歳以上），外傷から手術までの期間（70 日以上），術

を求めた。統計学的処理は χ2 検定および t 検定を
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Fig.3 Mean number of days from trauma to operation.
t-test
p<0.01 March and January, March and September
p<0.05 July and January, July and September, July and February, March and February, June and January, June and
September, May and January, May and September, December and January, December and September, August and January,
August and September

Fig.4 Mean preoperative hematoma volume determined by CT.
t-test
p<0.01 December and June, December and April, December and September, July and June, July and April
p<0.05 July and September

行った。統計ソフトはマイクロソフトエクセルおよ

月で症例が多く 11 月，3 月で症例が少なかった。外

びエクセル統計を使用した。

傷が明らかな症例では 8 月で症例が多く 11 月，3 月
で症例が少なかった。受傷月に関しては 7 月，8 月

Ⅲ─────────────── 結

で受傷が多く，2 月，9 月で受傷が少なかった。再発

果 ─

率に関しては，統計学的に有意に 7 月に再発が多く，

結果の詳細を Table 1 に示す。769 症例の中で再発

12 月に再発が少なかった（p=0.00507）。外傷が明ら

症例は 78 症例で再発率は 10.1％であった。平均年齢

かな症例と外傷が不明の症例に関しては，統計学的

（ ± 標準偏差）は 76.0（ ±10.9）歳であった。月毎の症例

に有意に 4 月，7 月は外傷が不明な症例の割合が多

分布に関しては，全症例および外傷が明らかな症例

かった（p=0.000327）。手術から退院までの平均日

（手術月と受傷月）に関して月毎の症例数，月平均症

数＋標準偏差を Fig.1 に示す。統計学的に有意に 4

例数，標準偏差を示した。全症例では 8 月，4 月，7

月，12 月，7 月，6 月で長く，2 月，8 月，1 月，3
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月，5 月で短かった。再発危険因子に関しては，月

手術までの平均日数と月毎の再発率に関しては，明

毎の平均年齢＋標準偏差を Fig.2 に示す。統計学的

らかな相関はみられなかった。術前の血腫の吸収値

に有意に 4 月，5 月，7 月，8 月，9 月，11 月は平均

は，統計学的に有意に再発が少ない 12 月に再発危険

年齢が高く，1 月，6 月，3 月，12 月は平均年齢が低

因子の鏡面形成が多かった。術前血腫の吸収値と月

かった。外傷から手術までの平均日数＋標準偏差を

毎の再発率に関しては，明らかな相関はみられな

Fig.3 に示す。統計学的に有意に 7 月，3 月，6 月，5

かった。術前血腫の平均血腫量は，統計学的に有意

月，12 月，8 月で外傷から手術までの平均日数が長

に再発が多い 7 月で術前血腫量が多いが，統計学的

く 1 月，9 月，2 月で短かった。術前血腫の吸収値に

に有意に再発が少ない 12 月でも術前血腫量が多かっ

関しては，統計学的に有意に 4 月に低吸収域が多く，

た。術前血腫の平均血腫量と月毎の再発率に関して

5 月に混合吸収域が少なく，6 月に等吸収域が多く，

明らかな相関はみられなかった。両側血腫および両

10 –8）。術前血

12 月に鏡面形成が多かった（p=1.63 ×

側手術は再発の多い月との相関はなかった。再発危

腫の平均血腫量＋標準偏差を Fig.4 に示す。統計学

険因子と月毎の再発率に関しては，年齢以外は，相

的に有意に 12 月，7 月で術前血腫量が多く 6 月，4

関は得られなかった。つまり，7 月に再発が多く，

月，9 月で少なかった。両側血腫に関しては，統計

12 月に再発が少ないことに関しては，再発危険因子

学的に有意に 5 月と 9 月に両側血腫が多かった（p=

以外の因子が関与している可能性が考えられる。

0.00228）。両側手術に関しては，統計学的に有意に 5

7 月と 12 月では，季節は両極端であり一方は夏で

月に両側手術が多かった（p=0.00514）
。

一方は冬である。この季節の違いに関して検討した。
慢性硬膜下血腫術後の輸液によって脳の再膨張が促

Ⅳ─────────────── 考

進され再発が減少するとの考察があり，再発を減少

察 ─

させるためには，術後 3 日間で少なくとも 2000 ml

慢性硬膜下血腫は，脳神経外科領域では最も日常

の輸液をすることを推奨している報告がある 1）。当

診療においてよく遭遇する疾患である 3,4,7）。今回当

院では慢性硬膜下血腫の術後の輸液に関しては術翌

院で経験した慢性硬膜下血腫の中で成人慢性硬膜下

日の CT 確認まで 1500 ml 程度投与されているが，輸

血腫の初回穿頭術に関して月毎の症例数および再発

液量に関しては主治医の判断で増減がある。季節に

率に関して検討を行った。

よって特に輸液量の増減は行われていない。7 月は

月毎の症例数に関しては，受傷月は 7 月，8 月が

気温が高く，12 月は気温が低い。そのため，同様の

多 く 2 月 ， 9 月 が 少 な か っ た 。慢 性 硬 膜 下 血 腫 の

輸液では 7 月は脱水傾向になる可能性があり，再発

61.4％は外傷が明らかであり，平均年齢は 76.0 歳で

が多くなる可能性がある。術後の安静が脳の再膨張

ある。これまでの報告でも高齢者の外傷性疾患であ

の促進に効果的であるとの考察があり，術後の安静

る 2,3,4,5,6,7）。したがって高齢者の受傷の時期が慢性硬

が再発の防止につながる可能性が考えられる 1）。当

膜血腫の症例数に影響すると考えられる。高齢者は

院では基本的には術後 1 週間で退院であるが，主治

春から夏にかけて活動性が高まり，秋から冬にかけ

医の判断で入院期間が短縮したり，延長したりする。

て活動性が低下すると考えられる。活動性の高まる

再発が有意に多い 7 月も 12 月も入院期間は長かっ

時期に受傷が多く，活動性が低下する時期に受傷が

た。入院期間は再発率と特に相関はみられなかった。

少ないと考えられる。

しかし，自宅退院後の安静に関しては，夏は活動性

再発率に関しては，再発が多い月と少ない月と再

が上がり，冬は活動性が低下することから，冬の方

発危険因子を検討した。統計学的に有意に再発が多

が安静を保てると考えられる。7 月に再発が多いの

い 7 月は平均年齢が高く，統計学的に有意に再発が

は自宅退院後の安静が保てない可能性がある。しか

少ない 12 月は，平均年齢は低かった。外傷から手術

し，早期離床は再発に影響せず，合併症を減らすと

までの平均日数は統計学的に有意に再発が多い 7 月

の報告もある 2）。

では平均日数が長かったが，再発が少ない 12 月でも

慢性硬膜下血腫は高齢者の活動性が症例数や再発

外傷から手術までの平均日数が長かった。外傷から

率に影響する可能性が考えられた。術後の輸液量や
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が，年間を通して同じ気温，気候の地域では月毎の
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外傷性脊髄空洞症の外科治療
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Surgical treatment of posttraumatic
syringomyelia
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Posttraumatic syringomyelia (PTS) is the main cause of
delayed neurological deterioration after spinal cord injury.
However, management principles of PTS have not been well
established. We performed a retrospective study of 38 consecutive patients with PTS (male : female = 31 : 7). Patients
were divided into 2 groups : with complete (ASIA A, n=23)
and incomplete spinal cord injury (ASIA B to E, n=15). All
of 38 patients were surgically treated because of progressive neurological symptoms related with PTS. The prominent syringomyelia symptom was progressive upper limb
sensory disturbance, but 6 out of 15 incomplete spinal cord
injury patients presented with lower limb symptoms alone.
We performed 35 internal syrinx drainage surgeries (25
syrinx-subarachnoid shunts and 10 syringo-cisternal shunts)
as initial treatment. Though in 8 patients syrinx re-expansion was observed, in 34 of 38 patients syrinx reduction was
achieved as final result in the follow up period. Recurrence
seen in 8 patients, was more frequent in cervical injury and
rapid syrinx growth group. As an overall outcome in 38
patients, neurological improvement or stabilization after
syrinx reduction was obtained in 33 patients (87%). Within
this group, 17 patients (45%) improved neurologically with
most remarkable recovery in the upper extremities motor
function (15 of 17 patients). Despite of multiple shunt surgeries, 5 patients (13%) neurologically deteriorated. In those
cases untreated CSF blockage may have caused repeated
spinal cord cavitation.
In conclusion, internal syrinx shunt technique provides
favorable outcome for preventing neurological deterioration in posttraumatic syringomyelia patients especially in
upper limb motor function. But shunt surgery may not
improve intractable PTS patients in whom CSF circulation
at spinal cord injury site still remains impaired.
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も悪化させる疾患である。PTS の合併頻度は脊髄損

Ⅰ─────────────── はじめに ─

傷患者の 1.9〜4.5％2,3）と多くはないが，既存の神経

外傷性脊髄空洞症（posttraumatic syringomyelia；

症状の悪化として看過される可能性があること，適

以下 PTS）は脊髄損傷から数年後に徐々に発症し，車

切な外科的治療が施されれば神経症状の増悪を防止

椅子生活を強いられている患者の健常な上肢機能を

できることより，脊髄損傷患者の ADL を長期に維
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Table 1 Percentages of presenting neurological symptoms of PTS patients

completeinjury（n=23）

incompleteinjury（n=15）

sensory disturbance

motor weakness

upperextremities

91（21）

65（15）

lowerextremities

NA

NA

upperextremities

53（8）

40（6）

lowerextremities

60（9）

53（8）

Values in parenthesis indicate patients number.
NA: not applied

Table 2 Summary of surgical procedures as initial treatment

internal shunt

external shunt

subarachnoid reconst.

S-S

S-Cis

S-Pe

S-Pl

Sub-Sub

casenumber

25

10

1

1

1

recurrence

3

4

0

1

1

持する上で PTS を早期に発見し適切な外科治療を行

期間を要する傾向にあった。術後平均追跡期間は 3.2

うことは重要である。自験例を基に PTS の治療方

年（90 日～13.6 年）であった。

針，治療成績について報告する。

〔 2 〕診断
（1）神経学的所見（Table 1）

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

完全損傷群は，上肢感覚障害で発症することが最

当施設にて平成 23 年 12 月までに治療した外傷性

も多いが，中高位頚椎レベルの損傷の場合は空洞症

脊髄空洞症患者 38 例を対象とした（男性 31 例，女性

合併以前から脊髄損傷による感覚障害が上肢にもあ

7 例，平均年齢 44.9 歳）。脊髄完全損傷群と不完全損

るため，むしろ，巧緻運動障害の増悪や上肢近位筋

傷群に分け，術前後の MRI 所見，神経学的症状につ

に進行する運動麻痺を自覚して発見される例もしば

いて検討を加えた。

しばみられた。一方，不完全損傷群においては，上
下肢，運動感覚それぞれにおいてほぼ同じ割合で症

Ⅲ─────────────── 結

状を呈していたが，下肢の症状のみで上肢の症状が

果 ─

なく発症した例が 15 例中 6 例存在した。
（2）神経放射線学的所見

〔 1 〕患者背景

診断は主に MRI で行われる。PTS と類似する病

完全損傷患者（ASIA A）は 23 例，不完全損傷患者

態として，脊髄損傷部位にしばしば合併する進行性

（ASIA B 以下）は 15 例であった。損傷高位は頚椎レ

外傷後脊髄軟化性脊髄障害（progressive posttraumat-

ベルでの損傷 9 例，胸椎レベル 13 例，胸腰椎移行部

ic myelomalacic myelopathy）と呼ばれる損傷部位に

15 例，L3 以下 1 例であった。受傷時から PTS によ

限局した嚢胞形成が挙げられる 9）。両者ともほとん

る症状発現までの期間は平均 15.3 年（180 日～40 年）

どの症例において，損傷部位に外傷後変化と思われ

であった。完全損傷群では平均 9.9 年，不完全損傷

るくも膜下腔の消失を認めるが，手術適応となる

群では平均 22.9 年と不完全損傷群の方が発症まで長

PTS には，その上下の脊髄髄内に進展する T1WI に
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おいて low intensity を示すはっきりとした空洞が存
在する必要がある。

〔 3 〕手術適応および手術術式

PTS に対する手術適応は，空洞発生に起因して，遅
発性に進行する神経症候を呈する患者である 11）。し
かし，空洞がさほど大きくなく，症状進行の停止して
いる患者の手術適応は難しい。そういった症例はまず
経過観察し症状の進行もしくは空洞の拡大がみられた
場合に手術適応としている。PTS に対する手術術式
は，
（1）空洞－くも膜下腔シャント（S-S）
，空洞－脳槽
シャント（S-Cis）の internal shunt surgery，
（2）空洞－
腹腔シャント（S-Pe）
，空洞－胸腔シャント（S-Pl）など
の external shunt surgery，
（3）
癒着部の untethering，硬

A

B

C

D

膜形成術，くも膜下腔－くも膜下腔シャント術（Sub-

Sub）などの subarachnoid reconstructive surgery，およ
びこれらの組み合わせが行われている。我々は原則的
に S-S シャントを第一選択術式としている。実際初
回手術として施行したのは S-S 25 例，S-Cis 10 例，

S-Pl 1 例，S-Pe 1 例，Sub-Sub 1 例であった。（Table
2）

〔 4 〕手術手技
（1）空洞－くも膜下腔シャント（Syrinx-Subarachnoid

Fig.1 Case presentation.

Shunt）

A : Sagittal T2WI MRI obtained in a 40 y.o. male who
presented left upper extremities sensory disturbance 23
years after traffic accident that caused him complete paraplegia with T7 spinal cord injury. Extensive syrinx up to C1
is seen.

空洞は胸髄から頚髄に進展していることが多いた
め，シャントは胸椎レベルで行うことが多い。どの
レベルでシャントを行うかは空洞の存在高位による

B: Postoperative MRI obtained a year after S-S shunt at
C7/T1 shows smaller syrinx.
C and D : Postoperative CT scan of cervical spine demonstrate removed bone area and inserted tube.

が，同時に正常なくも膜下腔が存在することが必要
である。脊柱管の形，上肢に症状を出しにくい，な
どの脊柱管の解剖学的な特徴と脊髄神経の機能的な
側面より頚胸椎移行部（C7–T2）が最もシャント設置
に適した部位だと考えている。また，空洞は左右ど
ちらかに偏奇していることが多いので，空洞が偏在

あれば傍正中，後者であれば正中切開を選択する。

している側より進入する。

通常の S-S であれば椎弓切除は上下 2 cm，幅 1.5 cm

体位は伏臥位で行う。手術高位の同定は慎重に行

の開窓範囲で十分である。

う必要がある。皮膚切開は目標とするレベルの半側

硬膜は傍正中部で上下方向に切開する。このとき

椎弓切除を行うべく，正中もしくは傍正中に約 4 cm

くも膜は傷つけないようにし，さらに，つり上げを

の皮膚切開を置く。椎弓の露出は筋間に進入する方

行い硬膜内へ血液の流入を防ぐ。くも膜の切開は最

法と棘突起に沿って進入する方法があるが，最小限

小限に行い，脊髄を観察する。緊満した脊髄におい

の露出で行う場合は前者で，椎弓切除を拡げる可能

ても神経後根は容易に確認できるため，これをラン

性がある場合は後者を選択する。皮膚切開も前者で

ドマークに脊髄神経後根進入部を探す。多くの症例
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Table 3 Summary of postoperative neurological outcome

sensory disturbance

motor weakness

improved

stabilized

worse

improved

stabilized

worse

upperextremities（n=38）

2

34

2

15

21

2

lowerextremities（n=15）

1

14

0

0

13

2

で脊髄神経後根進入部において空洞が透見できるた

〔 5 〕手術成績

め，この部位に myelotomy をおく。脊髄表面の血管

（1）画像上の変化（空洞の縮小）

を損傷しないように，軟膜を尖刃もしくは，先端の

追跡期間中において，38 例中 29 例（76％）は初回

尖った鑷子にて小切開を置き深部に進み空洞が開放

手術により空洞は縮小し維持されている。8 例は一

されると，内容液が流失してくる。挿入するチュー

時的に空洞の縮小が得られたものの，経過観察中再

ブは 3〜4 cm の長さに切り，真ん中に 7– 0 のプロー

拡大が認められ再手術を施行した。1 例は空洞に縮

リンを掛けておく。チューブは myelotomy の前にあ

小がえられなかったが経過観察した。また，再発を

らかじめ頭側のくも膜下腔に挿入しておき，空洞内

繰り返す難治性症例は 2 例存在した。最終的に追跡

に 2 cm 程度挿入する。この際，注意しなければなら

期間において，38 例中 34 例（92％）において空洞の

ないのはチューブ先端で脊髄を損傷しないようにす

縮小が得られた。

ることである。我々は外径 1.5 mm，内径 0.7 mm の

（2）神経症状の変化

細く柔らかいシリコンチューブを使用している。脊

神経症状の評価は，術前後の上下肢の運動感覚障

髄背側には正中に発達した arachnoid trabecula があ

害の有無，改善を評価項目とし，術後は 3 ヵ月後に

るため，くも膜下腔側のチューブ挿入は，外側に向

行った。脊髄空洞症にしばしば合併する難治性疼痛

かって挿入し先端を腹側くも膜下腔に向けて挿入す

は感覚障害に含めて評価し，膀胱直腸障害は改善例

ることが重要である。また，くも膜下腔に留置する

がないため今回は評価項目から外した。運動障害は

チューブ先端は頭側にすることも手術成功の鍵であ

MMT の改善，感覚障害は pin prick による他覚的評

る。チューブは空洞内に逸脱，迷入しないように硬

価の変化を指標としたが，他覚的評価で明らかな変

膜に緩く縫合固定し，
硬膜は water tight に縫合する 6）。

化がなくとも自覚症状の改善，増悪があれば神経症

（Fig.1）

状の変化ありとし，神経症状に変化なし，もしくは

（2）空洞－脳槽シャント（Syrinx-Cisternal Shunt）

神経症状進行の停止をもって安定化とした。術後，
上肢神経症状において，感覚障害は改善 2 例（5％），

頚髄損傷後など癒着部位が高位に存在し，空洞が
第 1 頚椎レベルまで進展して神経症状の発現をみる

増悪 2 例（5％），安定化 34 例（90％），運動障害は改

場合には S-Cis の適応となる。体位は大孔部減圧術

善 15 例（40％），増悪 2 例（5％），安定化 21 例（55％）

に準じたコンコルドポジションで，皮切，後頭骨切

であった。下肢の評価は不完全脊損傷患者 15 例が対

除，第 1 頚椎椎弓切除なども大孔部減圧術に準ずる

象となる。感覚障害は 1 例改善（7％），14 例（93％）は

が，シャントを置く側に偏った骨切除でよい。硬膜，

安定化。運動障害は増悪 2 例（13％），安定化 13 例

くも膜を切開すると，空洞は C2 後根進入部近傍で

（87％）であった 。（Table 3）

透見できることが多い。この部位に myelotomy をお

（3）合併症
出血，感染，髄液漏など治療を必要とした合併症

いて，空洞内尾側に向かってシャントチューブを挿
入し頭側端は大槽に留置する。固定は必ず行う。7–0

は一例も認めなかった。

プローリンで硬膜に緩く縫合固定する 6）。
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A

B
Fig.2 Recurrence characteristics

A : Injured level
B : Interval between injury and neurological deterioration related with syrinx formation

Ⅳ─────────────── 考

〔 6 〕再発について

察 ─

9 例は他院にて初回手術が行われた後，当院で加

PTS の発生機序については未だ一定の見解が得ら

療した他院再発例であるが，これら 9 例中で当院で

れていないが，脊髄損傷により生じた脊髄周囲の癒

の手術後再発したのは 2 例（22％）であった。当院で

着性くも膜炎に起因する髄液循環障害の影響で，損

初 回 手 術 を 施 行 し た 29 例 中 ，再 発 し た の は 7 例

傷部位に発生した脊髄実質壊死性変化が，嚢胞状病

（24％）であり再発率に差はみられなかった。また，

変になり進展拡大し空洞を形成すると考えられてい

脊髄損傷高位レベル別に分けて再発の頻度を比較す

る 14）。脊髄損傷受傷後 PTS を発症するまでの期間

ると，頚椎（C1–7） 9 例中 4 例，胸椎（T1–T9） 13 例

は数ヵ月から，十数年以上までと多岐にわたり，発

中 2 例，胸腰椎移行部（T10–L2） 15 例中 2 例，L3 以

現する神経症状も，感覚障害，運動麻痺，自律神経

下は 1 例中 1 例に再発を認め，頚椎損傷に再発が多

障害，膀胱直腸障害，神経因性疼痛など多彩であ

い傾向があった。
（Fig.2-A）L3 以下の損傷で空洞が

る 11）。病態も脊椎外傷による脊椎変形および不安定

生じた例は，無症候性の脊髄係留症候群の患者が L4

性，脊髄損傷部位の一次性嚢胞形成，癒着瘢痕形成

レベルの外傷受傷後，40 年後に PTS を合併した例

による tethering effect，髄液循環障害による空洞形

であった。

成などが考えられている。外科的治療を行う際には，

受傷から PTS 発症までの期間を 5 年毎に分け，空

これら病態の何を改善し，どのような治療効果が得

洞再発頻度を比較すると，再発群は受傷後 5 年以内

られるか，また合併症，再発率なども考慮しながら

の早期発症群と 15 年以降の晩期発症群に集中してい

治療戦略をたてる必要がある。PTS に対する外科治

た 。（Fig.2-B）

療は種々のシャント手術と癒着部位を剥離し髄液循

初回施行術式別の再発は S-S 3 例，S-Cis 4 例，S-

環を改善するくも膜下腔再建手術に大別される。前

Pl 1 例，Sub-Sub 1 例であった。S-Cis に若干再発

述したように我々の行っている S-S は簡便，低侵襲

が多いのは，再発の多い高位頚椎損傷例に対して S-

で元々 ADL が制限されている PTS 患者には適した

Cis が 選 択 さ れ る こ と が 多 い た め と 考 え ら れ た 。

手術法と考えている。シャントが奏功すれば空洞は
速やかに縮小し，神経症状改善もしくは安定化が期

（Table 2）
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待できる。しかし，諸家の報告によると PTS に対す

下の損傷では空洞の上方進展により新たに生じた錐

るシャント手術は再手術率の高く，Sgouros らの報

体路症状として運動麻痺が生じているため空洞縮小

告によれば約半数が閉塞をきたしていること 12），く

により機能回復が期待できる。胸椎以下完全損傷群

も 膜 下 腔 再 建 術 は 癒 着 瘢 痕 形 成 に よ る tethering

では S-S を第一選択とし，再発時には再度 S-S を試

effect も同時に解除できること，さらに一番重要な

みるか，くも膜下腔再建術を考慮する。再発を繰り

点として空洞発生の主たる原因である髄液循環障害

返 す 場 合 に は cordectomy が 有 効 と す る 報 告 も あ

を解消できる可能性があり，より根治性の高い手術

る 7）。頚椎損傷の場合は脊椎レベルに健常なくも膜

術式であることを根拠に PTS に対する第一選択手術

下腔が少ないため，S-Cis の適応となる例が多い。

1,5,7,10,12）
。しかし，癒着を

高位損傷例は再発率がやや高く難治性の症例も経験

剥離する操作は，脊髄障害を悪化させる可能性があ

しており，再発時は癒着範囲が限局していればくも

り，下肢の機能が残存している不完全損傷群に対し

膜下腔再建術の適応と考えられるが，術後上肢機能

て損傷部位の癒着剥離が必要な術式の選択は慎重に

の増悪が問題となるであろう。不完全損傷群におい

ならざるを得ない。また，癒着剥離を行うときは癒

ては，下肢の機能温存も同時に考慮する必要がある。

着範囲を同定する必要があり，広範な癒着が疑われ

上肢神経症状の進行で発症した場合は完全損傷群と

る場合は適応とならない症例もあると考える。くも

同様に S-S を第一選択として，再発時には別のレベ

膜下腔再建術を推奨する Klekamp も，下肢機能の残

ルで S-S を再度試みるか，くも膜下腔再建手術も考

存する不完全損傷群（ASIA C, D）の治療成績の困難

慮する。くも膜下腔再建手術を選択する場合は下肢

7）
。また，文献上シャント術の治療

神経症状増悪が問題となるため十分に患者に説明し

成績は報告により大きくばらつきがあり，どのよう

同意を得る必要がある。下肢の運動機能増悪で発症

なシャント手術がどういった手技で施行された結果，

した場合の治療は非常に困難である。下肢の症状の

どの程度の治療成績が得られたかを推察する必要が

みの場合は空洞が障害部位付近に限局していること

あると考えた。S-S のみに限って渉猟し，手術手技

が多く，空洞の存在する脊髄周囲に健常なくも膜下

についても記載がある報告に限定すると再発率は

腔存在しないことが原因となり，S-S により十分な

20％以下である

空洞縮小が得られない，または再発を繰り返すこと

として後者を推奨している

さを訴えている

4,8,13）
。本稿で前述したように，S-S

が奏功する条件として共通して挙げられているのは，

がある。この場合もくも膜下腔再建手術を考慮する

癒着損傷部位と離れた部位で，健常なくも膜下腔存

必要がある。

在し，かつ空洞が十分大きいレベルを選択して S-S

本稿では PTS に対する S-S の治療成績について報

を施行することである。特に空洞が後角方向に進展

告したが，今後より長期追跡による有効性の検討と，

している場合は，多くの症例ですでに温痛覚障害が

再発を繰り返す難治症例に対する治療法の検討が必

存在するため，後根進入部に myelotomy をおくこと

要と考えられた。

によるあらたな神経障害は発生しない。今回我々の
報告した治療成績において，空洞の再発率は 25％で

Ⅴ─────────────── おわりに ─

あり，神経学的には 87％の患者で改善もしくは安定
化がえられており，過去の PTS の治療成績と比較し

外傷性脊髄空洞症に対する空洞－くも膜下腔シャ

決して遜色ない結果であった。したがって，PTS に

ント術は過去の報告ほど再発率は高くなく，ほとん

対する外科治療において重要なことは，術式の優劣

どの患者で神経症状増悪を停止させ，空洞を縮小さ

を勘案するのではなく患者の状態，病態に最も適し

せる目的を達成できた。この術式は低侵襲で合併症

た手術法を選択することであろう。

なく行う必要があるが，熟練した脊髄外科医にとっ

PTS 患者の状態としてまず考慮すべきは，損傷部

てはさほど難しい手術ではない。手術を成功させる

位以下の機能が廃絶した完全損傷であるか，温存さ

ためには患者の状態と病態を熟慮した術式選択が重

れた不完全損傷であるかである。完全損傷群におい

要である。

ては上肢運動機能の温存が治療目的となる。胸椎以
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超高齢者（85 歳以上）の頭部外傷：

Traumatic head injury of oldest patients :
Influence of anti-platelet ⁄ anti-coagulant use

関連について
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The characteristics of 50 cases aged 85 years and older
that admitted to our institute because of head injury were
analyzed. Chronic phase admissions were excluded.
Thirty-one cases were female, while male dominancy was
noticed considering sex ratio of 85 years and older population in our area. Thirty cases were injured by ground-level
fall. Modified Rankin Scale (mRS) at discharge worsened
compared with pre-injury status in 17 of 19 acute subdural
hematoma (ASDH), 15 of 19 brain contusion and 2 of 5
traumatic subarachnoid hemorrhage cases. Four brain concussion, 2 skull fracture and one acute epidural hematoma
cases did not deteriorate. 8 cases of ASDH and 6 cases of
contusion died. Four cases of acute subdural hematoma
underwent surgery, but their outcomes were mRS 5 or 6.
A half of cases took antiplatelet and/or anticoagulation
therapy before injury. Low-dose aspirin alone did not have
influence on prognosis, while anticoagulant or multiple antiplatelet medication induced worse prognosis.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
対象は当院に 2001 年１月から 2011 年 12 月までに

史上例を見ない長寿社会になりつつある日本では，

85 歳以上の超高齢者が活動する場も増加してきてい

急性期頭部外傷を理由に入院した 85 歳以上の超高齢

る。それに伴い超高齢者頭部外傷も増加すると予想

者で，何らかの神経症状や画像上の外傷性変化を呈

されるが，意外にそれに絞った報告は少ない。われ

した症例を対象とした。慢性硬膜下血腫例は除外し

われは当院に入院した超高齢者の急性期頭部外傷例

た。診療録記載と画像を参考にそれらの症例の受傷

を，特に問題となりやすい抗血小板･抗凝固治療との

機転・既往症・受傷前 ADL・入院後経過・退院時 ADL

関連に注目してまとめてみた。

などを検討した。なお当院は地域唯一の急性期治療
を行う脳外科施設であり，対象人口約 16 万人の地域
内で発生した急性期頭部外傷のほぼ全例が搬送され
てくる。
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Ⅲ─────────────── 結

も受傷前の mRS が 4 か 5 の症例であった。自転車で

果 ─

転倒した 2 例が mRS 5 と 6 で，重症化した印象が

該当例は男性 19 例，女性 31 例の計 50 例であり，

あった。

年齢は 85 歳から 95 歳で平均 87.6 歳であった。実数

脳震盪，急性硬膜外血腫，頭蓋骨骨折の 7 例はい

は女性が多いが，当地域での 85 歳以上の人口は男性

ずれも受傷前と同じ mRS で退院した。なお退院時

約 1200 人・女性約 3300 人であり有意に男性のほうが

に mRS 0～3 と比較的良好であった症例の割合は急

受傷の割合が高かった。

性硬膜下血腫で 19 例中の 7 例，脳挫傷で 19 例中の

受傷場所は，屋内が 37 例で屋外が 12 例であった

11 例，外傷くも膜下出血で 5 例中の 3 例であった。

（不明 1 例）。受傷機転では，屋内では自宅床・廊下

最終的に自宅退院あるいは元の施設に戻れたもの

で転倒 19 例，施設内で転倒 5 例，玄関で転倒 4 例，

は 24 例で，リハビリ病院などに転院したものが 11

ベッドから転落 4 例，階段を転落 3 例，家庭内暴力

例，合併症による転科 1 例，残りは死亡退院の 14 例

2 例であった。屋外では自動車事故 3 例（運転中は 1

であった。手術治療の 4 例の予後は mRS 5 が 1 例

例），自転車で転倒 2 例，バイクで転倒 2 例，路上歩

で 3 例は死亡退院した。死亡原因が脳損傷そのもの

行中に転倒 2 例，歩行中の交通事故 1 例，作業事故

と思われるものは 10 例で，合併症によると思われる

1 例，山で転落 1 例であった。

ものが 4 例であった。

主たる既往症は認知症 7 例，脳梗塞 7 例，高血圧

主病名が急性硬膜下血腫，脳挫傷，外傷性くも膜

7 例，冠動脈疾患 6 例，糖尿病 5 例，心房細動 5 例

下出血の計 43 症例中抗血小板剤や抗凝固剤を内服し

などであり，これといった既往がないものは 4 例で，

ているものは 23 例であった。43 例中，これら薬剤

内服薬がないものは 11 例であった。入院前に抗血小

を服用してない 20 例を A 群，過去の論文で高齢者

板剤あるいは抗凝固剤を服用していたものは半数の

でも比較的安全と報告されている低容量アスピリン

25 例であった。

のみ服用の 12 例を B 群，それ以外の 11 例を C 群と

受傷前の推定 modified Rankin Scale（mRS）は 0 が

し，それらの病態と予後を Table 1 に示す。なお受

18 例，1 が 16 例，2 が 7 例，3 が 4 例，4 が 4 例，5

傷前の平均 mRS は A 群で 1.15，B 群で 1.58，C 群

が 1 例（施設搬送中に転落）であった。

で 1.27 であった。

入院時主病名は急性硬膜下血腫 19 例，脳挫傷 19

43 例中 14 例は死亡し，退院時に mRS 上の悪化が

例，外傷性くも膜下出血 5 例，急性硬膜外血腫 1 例，

ない症例は生存者 29 例中 8 例のみであった。全体で

脳震盪 4 例，頭蓋骨骨折 2 例であった。なお受傷機

は，死亡例は B 群では 12 例中の 2 例死亡にとどま

転と主病名との間に明らかな関係は見出せなかった。

り A 群の 20 例中の 4 例死亡と有意差はなかったが，

なお受傷から初診までの時間がはっきりしている

アスピリン以外の抗血小板剤，抗凝固剤，あるいは

35 例でみると，1 時間以内に初診の症例は 15 例のみ

それらを組み合わせて内服している C 群の死亡例は

で，24 時間以上経過してから初診している例も 2 例

11 例中の 8 例と，A + B 群より有意に多かった。
急性硬膜下血腫 19 例のうち B, C 群は 8 例あった

あった。
入院後 46 例は保存的に加療され，残り 4 例は急性

が，効果不十分の抗凝固剤使用例とアスピリン単独

硬膜下血腫例で穿頭術 2 例と開頭術 2 例の手術治療

服用例の 2 例のみ予後良好であった。残り 6 例中 4

を受けたが，これらの症例は全例術直前の GCS が 6

例では受傷直後は意識があったと思われるが，2 時

以下であった。全体の平均在院日数は 14.1 日であ

間以上経過して急速に症状が悪化してから受診して

り，当院での 84 歳以下の頭部外傷例の 17.2 日より

おり，出血の持続あるいは再出血があったと推測さ

短かった。

れた。これら 6 例の予後は寝たきり 1 例，死亡 5 例

予後は退院時に入院時と比較して mRS で悪化がな

であった。それに対し A 群の 11 例では死亡は 3 例

いものが 15 例，悪化したものが 21 例，死亡したも

で，残り 8 例中７例は mRS の悪化はみられたもの

のが 14 例であった。受傷機転と予後の関係ではベッ

の 5 例は mRS 0～3 で退院していた。

ドからの転落が 4 例中 3 例死亡していたが，いずれ

また脳挫傷例 19 例のうち B 群の 7 例は合併症死

30
神経外傷 Vol.35 2012

Table 1 Summary of outocome of acute subdural hematoma (ASDHx), brain contusion and
traumatic subarachnoid hemorrhage (TSAH) patients related with antiplatelet and/or anticoagulation medication

ASDHx

Contusion

TSAH

GroupA

◎○○○○○○○●●●

◎○○○○○○●

○

GroupB

○●

◎◎○○○○●

◎◎○

GroupC

◎○●●●●

●●●●

◎

◎ = Discharged without deterioration of mRS compared to pre-injury status.
○ = Discharged with deteriorated mRS compared to pre-injury status.
● = Dead
Group A : no antiplatelet ⁄ anticoagulant medication.
Group B : aspirin (81 mg or 100 mg/day) only.
Group C : anticoagulation and antiplatlet excluded from group B.

Table 2 Summary of outocome of the patients in Group C, based on mRS changes at discharge
compared to pre-injury status

CLO

ASA + TIL + CIL

Wa

Wa + ASA

Wa + CIL

Wa + ASA + CLO

Nochange

0

0

1

0

1

0

Worsened

1

0

0

0

0

0

Dead

0

2

3

2

0

1

Total

1

2

4

2

1

1

ASA: aspirin 81 mg/day or 100 mg/day, CLO: clopidogrel 75 mg/day, TIL: ticlopidine 100 mg/day,
CIL: cilostazol 200 mg/day, Wa : Warfarin

亡が 1 例あるが，残り 6 例中 4 例は mRS が悪化し

中 6 例死亡と予後不良であった。その中でも PT-INR

たものの寝たきりにはならず，比較的良好な予後で

値が低いものが予後良好の印象はあったが，脳損傷

あった。それに対し C 群の 4 例では 1 例は当初から

による凝固異常との判別が困難なことと症例数が少

昏睡でそのまま死亡し，残り 3 例では当初は軽度意

ないため，数値的な検討は行わなかった。

識障害であったがその後に悪化し，1 例は脳ヘルニ
ア，残り 2 例は肺炎などの合併で死亡した。A 群の

Ⅳ─────────────── 考

8 例中 mRS 5, 6 は 3 例あったが，いずれも受傷直後

察 ─

日本の老年医学界では 85 歳以上を超高齢者とする

から中等度以上の意識障害があり，改善不良であっ
た症例であった。

ことが一般的のようであり，今回はその区分に従っ

脳挫傷，急性硬膜下血腫に較べ，明らかな脳損傷の

た。当院での入院を要する超高齢者頭部外傷は今の

ない外傷性くも膜下出血の予後は良い傾向であった。

ところ年 5 人程度であるが，人口動態からみて今後

予後不良が多い C 群中の薬剤の組み合わせとその

漸増するものと予想される。欧米では日本ほど高齢

予後の関係を Table 2 に示す。抗血小板 3 剤併用例

化が進んでないこともあり，これまで発表された論

は脳挫傷と急性硬膜下血腫で，2 例とも大きな血腫

文で 85 歳以上頭部外傷に限定したものはなく，85

を伴っており死亡に至った。抗凝固剤使用例は 8 例

歳以上をひとつのグループとしてまとめたものも数
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今回検討した症例のうち多剤服用者は心・冠動脈疾

少ない 2）。

患で内服していることが多かったが，転倒のリスク

今回の結果では男性の方の受傷割合が高かったが，
自転車･バイク･作業など野外活動での受傷が全例男

の高い症例では処方する上で注意する必要があると

性であったことが影響したようであった。また約 7

思われた。

割の症例が屋内での受傷であったが，身体的要因に
よる外出機会の減少と雪国である当地域の特徴があ

Ⅴ─────────────── おわりに ─

らわれていると思われる。受傷から初診までの時間
が長い傾向があるのは，屋内での転倒など比較的軽

過去 11 年間に当施設に入院した 85 歳以上の超高

度の外傷が多いこと，超高齢者のため様子をみる傾

齢者の頭部外傷 50 例を検討した。必然的に予後不良

向があること，同居者も高齢で迅速な対応が難しい

例が多かったが，急性硬膜下血腫や脳挫傷の症例で

場合があることのほかに，脳萎縮のため脳圧亢進症

は低容量アスピリン単独では予後の悪化に非服用者

状が出にくいという医学的要因があるものと思われ

と大きな違いはみられず，抗凝固療法や抗血小板多

る。

剤療法をしているものが特に予後不良であった。

平均在院日数が 84 歳以下例よりやや短いのは早期
死亡退院が多いためと思われた。院内発症・家族の

文

強い希望などの理由で急性硬膜下血腫の 4 例に手術

献

1） Franko J, Kish KJ, O'Connell BG, et al: Advanced age and
preinjury warfarin anticoagulation increase the risk of mortality
after head trauma. J Trauma 61: 107-110, 2006.

治療が行われているが，寝たきりか死亡という結果
に終わった。ただこれらはいずれも術直前の GCS が

2） Inamasu J, Nakatsukasa M, Kuramae T, et al: Influence of age
and anti-platelet ⁄ anti-coagulant use on the outcome of elderly
patients with fall-related traumatic intracranial hemorrhage.
Neurol Med Chir (Tokyo) 50: 1051-1055, 2010.

6 以下で，超高齢者でも手術が有効であった症例の
報告もあり 5），受傷前の ADL 良好でかつ脳損傷が
明らかでない急性硬膜下血腫では手術を検討する余

3） Inamasu J, Nakatsukasa M, Miyatake S, et al: Influence of
warfarin and low-dose aspirin on the outcomes of geriatric
patients with traumatic intracranial hemorrhage resulting from
ground-level fall. Geriatr Gerontol Int 2012 (epub ahead of
print)

地があるものと思われる。
高齢者の外傷では合併症の有無とその内容が予後
を左右するのは当然であるが，これまでの報告では
特に抗血栓･抗凝固療法が頭部外傷の予後に関係する

4） Oyama H, Kito A, Maki H, et al: Acute subdural hematoma
in patients with medication associated with risk of hemorrhage. Neurol Med Chir (Tokyo) 51: 825-828, 2011.

ことが指摘されている 1,2,3,4）。
今回のわれわれの検討では，超高齢者でも 81 mg

5） 谷岡大輔, 小野田恵介, 土本正治：高齢者の脳挫傷を伴わ
ない急性硬膜下血腫に対する手術例の検討. 尾道市立
市民病院医学雑誌 17: 13-16, 2001.

ないし 100 mg の低容量アスピリン単独使用例は非
服用例と大きな違いはなく，抗凝固剤あるいは 3 種
類以上の抗血小板剤を服用している例は予後不良に

6） Nishijima DK, Offerman SR, Ballard DW, et al: Immediate
and delayed traumatic intracranial hemorrhage in patients with
head trauma and preinjury warfarin or clopidogrel use. Ann
Emerg Med 59: 460-468.e7, 2012.

なりやすかった。最近の論文でも転倒による高齢者
（65 歳以上）の頭蓋内出血では低用量のアスピリンは
予後には大きく影響せず，抗凝固療法が予後悪化の
因子であるという報告があり 3），今回の結果とほぼ
一致するものであった。
クロピドグレルなどアスピリン以外の抗血小板剤，
ダビガトランなどの新規抗凝固剤については症例の

■ 相場 豊隆（新潟県立新発田病院 脳神経外科）

積み重ねが必要であるが，最近クロピドグレルはワ

〒 957-8588 新潟県新発田市本町 1-2-8
TEL: 0254-22-3121 / FAX: 0254-26-3874

ルファリンより外傷早期の頭蓋内出血率が高いとい
う報告も出ている 6）。
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頭部外傷後の抗てんかん薬の選択

The actual choice of anti-epileptic drugs in
patients with traumatic brain injury
SHIN TAKANO, SHIHO OKUDA, MASAO UENO

高野 真

奥田 志保

上野 正夫

Department of Neurology, Hyogo Rehabilitation Center Hospital

Post-traumatic epilepsy is one of the most important complications of traumatic brain injury (TBI), which influences
the quality of life in patients with TBI. We evaluated the
actual condition of use of anti-epileptic drugs (AEDs) and
effects of treatment with AEDs in patients with TBI. We
retrospectively examined a series of 76 patients with TBI
admitted to our rehabilitation hospital. Twenty-nine (38.2%)
of them had been prescribed AEDs in previous hospitals,
and 47 (61.8%) had been prescribed no AEDs. Twenty-two
of the 29 patients with AEDs were administered AEDs
without seizures as a prophylactic, and seven were taking
AEDs after the initial seizure. The AEDs used as first-line
therapy were sodium valporate (VPA) (48.3%), phenytoin
(20.9%), carbamazepine (13.8%), and others. The tendency
toward a high-frequency use of VPA as a first choice AED
in patients with TBI was marked in the prophylactic group.
In the prophylactic group, 54.8% of patients used VPA as
the first-line treatment. Four of the 29 patients with prophylactic use had seizures after the administration of AEDs.
Three of the four patients took VPA. Six of the seven patients
with AEDs after seizures had recurrent attacks. Three of
them had discontinued AEDs previously. Two of the other
three patients had been taking VPA. It has been reported
that VPA is not suitable for post-traumatic epilepsy, but VPA
was in fact the most frequently used in our study. We must
reconsider the choice of AEDs for post-traumatic epilepsy in
Japan. The standard treatment for post-traumatic epilepsy
has not been indicated. There is no standard method of
prophylactic AED use for patients with TBI. Regarding the
prophylactic use of AEDs, it is necessary to identify which
patients should be administered AEDs, what AEDs should
be used, and how long these should be continued. Treatment
for post-traumatic epilepsy including the choice of AEDs also
has not been clearly indicated. The use of AEDs after TBI
should be standardized in guidelines in the near future.
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Key words :
Post-traumatic epilepsy
Traumatic brain injury
Anti-epileptic drugs
Prophylactics

Received July26,2012
Accepted October11,2012
Neurotraumatology 35 : 33–36, 2012

Ⅰ─────────────── はじめに ─

れまでに外傷性てんかんに関して，多くの研究や報

外傷性てんかんは，重症頭部外傷患者の 15～35％

告がなされているが，標準的な治療方法がガイドラ

に認められ，頭部外傷患者の機能予後や生活の質に

インとして明確には示されていない 5,7,8）。本邦では，

影響を与える重大な合併症である 2）。海外では，こ

2007 年に「重症頭部外傷治療・管理のガイドライン」
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（以下，頭部外傷ガイドライン）が改定されたが，外

A

B

傷性てんかんにおける抗てんかん薬（AED）の選択や
投与方法について明確な記載はない 3）。また，これ
まで，外傷性てんかんに対する AED の使用状況の

AED (–)
61.8%
(n=47)

報告はなされておらず，その実態は不明である。

AED (+)
38.2%
(n=29)

Administration
after seizure
24.1% (n=7)
Prophylactic
administration
75.9% (n=22)

そこで，今回，我々は，比較的広い地域から患者
を受け入れているリハビリテーション専門病院にお
いて，頭部外傷後の AED の使用状況を調べ，外傷

Fig.1

性てんかんの治療について考察をしたので報告する。

A : Anti-epileptic drugs administration after traumatic brain
injury
B: Anti-epileptic drugs administration after or without seizure
AED: Anti-epileptic drugs

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
2009 年 4 月から 2011 年 11 月の間に当院に入院し

AED 投与群 29 例のうち 22 例（75.9％）が一度も発

た頭部外傷患者 78 例のうち，頭部外傷受傷以前から

作のない状況での投薬，すなわち予防的投与であっ

抗てんかん薬を内服していた 2 例を除いた 76 例を対

た（Fig.1-B）。他の 7 例（24.1％）は発作後の投与であ

象とした。76 例の内訳は男性 60 例，女性 16 例，年

り ，発 作 は す べ て け い れ ん を 伴 う も の で あ っ た 。

齢は 43.2 ± 21.1 歳（平均 ± 標準偏差）
，観察期間は頭

AED の第一選択薬としては，バルプロ酸（VPA）が

部外傷後 7.4 ± 5.5 ヵ月であった。全例，転入院の患

14 例（48.3％）と最も多く，次いで，フェニトイン

者であり，転院元の病院数は 40，兵庫県内の病院が

（PHT）6 例（20.7％），カルバマゼピン（CBZ）4 例

60 例，兵庫県外の病院が 16 例であった。AED の使

（13.8％），その他が 5 例（17.2％）であった（Fig.2-A）。

用状況や臨床徴候につき，診療録より後ろ向きに検

予防的投薬群では，VPA 12 例（54.6％），CBZ 4 例
（18.2％），PHT 3 例（13.6％），その他 3 例（13.6％）で

討した。

（Fig.2-B），発作後投与群では，PHT 3 例（42.8％），

Ⅲ─────────────── 結

VPA 2 例（28.6％），その他 2 例（28.6％）であった

果 ─

（Fig.2-C）。

76 例の頭部外傷患者のうち，47 例（61.8％）の患者

予防的投薬群のうち 4 例が AED 内服中にけいれ

では AED は投与されておらず，29 例（38.2％）の患

ん発作を起こした。そのうち，3 例は VPA を内服し

者が AED を内服していた（Fig.1-A）
。AED 投与群

ており，他の 1 例は VPA 内服中に肝障害を起こし，

29 例は，男性 22 例，女性 7 例，年齢 42.5 ± 21.2 歳，

ゾニサミドに変更された症例だった。発作後投与群

AED 非投与群 47 例は，男性 36 例，女性 11 例，年

7 例のうち，6 例で発作の再発が認められた。うち 3

齢 42.8 ± 21.1 歳で，性別，年齢に両群で差を認めな

例は AED の中断によるもので，他の 3 例は VPA 内

かった。AED 投与群では，頭部手術例が 19 例，非

服が 2 例，ラモトリギンが 1 例であった。

手術例が 10 例であったが，AED 非投与群では，手
術例が 8 例，非手術例 39 例と，AED 投与群で有意

Ⅳ─────────────── 考

に頭部手術例が多かった（p<0.01，χ2 検定）
。AED 非

察 ─

投与群のなかでは，受傷直後にけいれんを起こした

外傷性てんかんは，受傷 24 時間以内に起こる直後

ものが 2 例あったが，これを除くと，AED 非投与群

てんかんと，受傷 1 週間以内に発症する早期てんか

でけいれん発作を起こしたものはなかった。

ん，受傷 8 日以降に発症する晩期てんかんに分けら

AED 投与群の 29 例は，20 の病院から転入院した

れる 2）。外傷性てんかんの治療を考えるにあたって

患者であり，転院元の病院は，兵庫県内の病院が 22

は，早期てんかんと晩期てんかんのそれぞれの治療

例，兵庫県外の病院が 7 例であった。AED は全例前

を，予防的治療と発症後治療の両方について考慮し

医から投与されていた。

なければならないと考える。
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A

C

B

Others
17.2%
(n=5)
CBZ
13.8%
(n=4)
PHT
20.7%
(n=6)

VPA
48.3%
(n=14)

Others
13.6%
(n=3)
CBZ
18.2%
(n=4)
PHT
13.6%
(n=3)

VPA
54.6%
(n=12)

Others
28.6%
(n=2)

VPA
28.6%
(n=2)

PHT
42.8%
(n=3)

Fig.2 First choice anti-epileptic drug for post-traumatic epilepsy.
A : Total, B : Prophylactic administration, C : Administration after seizure
VPA : Sodium valporate, PHT: Penytoin, CBZ: Carbamazepine

早期てんかんは脳損傷を増悪させる可能性がある

く，少なくとも西日本広域にわたる傾向ではないか

ため予防すべき，とする意見が多い 2）。本邦の頭部

と考える。以前に我々は，脳卒中後の症候性てんか

外傷ガイドラインにも，
「早期てんかんは脳損傷を増

んについて，同様の報告を行ったが，脳卒中後のて

悪させるため，抗てんかん剤でこれを予防すること

んかんについても同様に VPA の使用頻度が高かっ

が望ましい」という記載がある 3）。早期てんかんの予

た 4）。本邦における抗てんかん薬内服患者について，

防に関して，PHT は早期てんかん発症を低下させる

VPA では副作用発現率が 14.5％であったのに対し，

が，晩期てんかんの発症を抑制することはないとさ

CBZ では 38.1％であったと報告されている 6）。VPA

れている 10）。VPA については，PHT と有意な差は

の使用頻度の高さは予防的投与の結果を強く反映し

なかったが，VPA 投与で死亡率が高い傾向があり，

たものであり，この副作用の少なさが VPA が選択さ

早期てんかん予防には推奨されないという報告があ

れる理由となっているのかもしれない。しかしなが

る

9）
。一方，Cochrane

Database では，AED の投与

ら，上述の通り，早期てんかんの予防的投与の場合

は早期てんかんの発症を低下させるが，これが，死

でも，早期および晩期てんかんの発症後治療の場合

亡率や重度の障害の残存率を低下させることはなく，

でも，外傷性てんかんに対して VPA は適切とは言え

頭部外傷後のどの時期においても AED の予防的投

ず，第一選択薬として VPA が使用されることについ

与を支持する根拠はないとしている 5）。

ては改善が必要と思われる。
自験例において AED 非投与例では，けいれん発

晩期てんかんに関しては，現在のところ，どの

AED もてんかん発症の予防効果はなく，晩期てんか

作を起こしたものはなく，予防という観点からは，

んの予防に AED を使用することに関しては，否定

予防が十分に行えていた可能性はある。しがしなが

的な見解が得られている 7,8）。晩期てんかんの発症後

ら，予防的投与の是非には結論が得られておらず，

の治療については，使用すべき AED の明確な基準

予防的投与を行うにしても，どのような症例に行う

はない。しかしながら，外傷性てんかんは，脳局所

かということも不明である。また，一度投与された

病変に由来する部分てんかんと考えられることより，

AED はそのまま継続して投与される傾向が高いた

部分てんかんに有効な AED が用いられるべきと考

め，投与期間についても検討が必要である。AED の

える。日本神経学会のてんかん治療ガイドライン

予防的投与は，早期てんかんによる脳損傷の増悪を

2010 では，部分てんかんでの諸部分発作に対して

予防する可能性もあり 2），重要な問題である。今後

は，CBZ が第一選択薬として推奨されている 11）。

さらなる検討がなされ，外傷性てんかんにおける

今回，我々の研究では，外傷性てんかんに対する

AED の予防的投与について，明確な基準が示される
ことが望まれる。

AED の第一選択薬として最も頻度の高いのは VPA
であった。当院は兵庫県の中核的なリハビリテー

てんかん発作の再発については，3 例が AED 中止

ション病院として比較的広い地域から患者を受け入

による再発ではあるが，発作後投与群 7 例中 6 例

れており，この結果は一地域に限定したものではな

（85.7％）の症例において再発が認められ，高い頻度
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外傷性てんかんに対する治療に関して，現状では，

で再発が認められた。外傷性てんかんは発作の停止
傾向が大きいともいわれているが 2），今回の検討で

診療担当医の判断に依存している部分が大きいと思

は，再発率は高く，AED の選択や中止には十分な注

われた。今後，ガイドライン等で明確な基準が示さ

意が必要と思われた。予防的投与で発作を起こした

れることが期待される。

4 例中の 3 例，および，AED の中止によらない発作
再発例 3 例中の 2 例が VPA 内服例であった。このこ

文

とから，VPA は外傷性てんかんの発作抑制作用が決

献

1） 藤原建樹：てんかん治療ガイドライン. 医学のあゆみ
232: 984-988, 2010.

して強くはないことが示唆された。これは，VPA が
全般てんかんの第一選択薬であり，部分てんかんの

2） 堀智勝：外傷性てんかん. Annual Review 神経 2000, 後藤
文男ら
（編）
, 中外医学社, 東京, 2000, pp196-203.

第一選択薬ではない 11）ことを反映する結果であると

3） 日本神経外傷学会：重症頭部外傷治療・管理のガイドラ
イン第 2 版, 医学書院, 東京, 2007, pp49-51.

思われた。近年，新規抗てんかん薬が本邦でも使用
可能となっており，難治性てんかんにも有効である

4） 奥田志保, 上野正夫, 苅田典生, 高野真：脳卒中後患者に
おける抗てんかん薬の選択. てんかん研究 29: 455-459,
2012.

ことが示されている。しかしながら，新規抗てんか
ん薬の使用実績のある海外のガイドラインにおいて

5） Schierhout G, Roberts I: Antiepileptic drugs for preventing
seizures following acute traumatic brain injury. Cochrane
Database Syst Rev 4: CD000173, 2001.

も，依然として，部分発作には CBZ，全般発作には

VPA が第一選択薬として推奨されている 1）。また，

6） 高橋幸利：抗てんかん薬の副作用. 日本内科学会雑誌
96: 1608-1613, 2007.

本邦では，新規抗てんかん薬は単剤での使用が認め
ておらず，その使用方法に関しては，今後の課題と

7） Teasell R, Bayona N, Lippert C, et al: Post-traumatic seizure
disorder following acquired brain injury. Brain Injury 21: 201214, 2007.

して検討が必要と考える。

8） Temkin NR: Preventing and treating posttraumatic seizures:
The human experience. Epilepsia 50（Supple. 2）: 1528-1187,
2009.

Ⅴ─────────────── おわりに ─
頭部外傷後の AED 使用状況について検討した。頭

9） Temkin NR, Dickmen SS, Anderson GD, et al: Valproate
therapy for prevention of posttraumatic seizures: a randomized
trial. J Neurosurg 91: 593-600, 1999.

部外傷後の AED 内服例のおよそ 3／ 4 の症例が予防
的 投 与 で ， 1／ 4 の 症 例 が 発 作 後 の 投 与 で あ っ た 。

10） Temkin NR, Dickmen SS, Wilensky AJ, et al: A randomized
double-blind study of phenytoin for the prevention of posttraumatic seizures. N Engl J Med 323: 497-502, 1990.

AED の第一選択薬として最も頻度が高いのは VPA
で，約半数の症例で用いられていた。外傷性てんか

11） てんかん治療ガイドライン作成委員会：てんかん治療ガ
イドライン 2010, 医学書院, 東京, 2010, pp27-30.

んに対する AED として VPA は適切ではないことは
これまでに報告されており，VPA の使用頻度が最も
高いという本邦の状況は問題であると考えられた。予

■ 高野 真
（兵庫県立リハビリテーション中央病院 神経内科）

防的投薬に関しても明確な基準はなく，どのような
症例に予防的投薬をするべきか，AED は何を用いる

〒 651-2181 神戸市西区曙町 1070
TEL: 078-927-2727 / FAX: 078-925-9203
E-mail: s_takano@hwc.or.jp

べきか，投与期間はいつまでとすべきか等について，
今後，検討されるべきと考えられた。
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軽症 ～ 中等症鈍的単独頭部外傷患者

Intraventricular bleeding on computed
tomography predicts corpus callosum
injury on magnetic resonance imaging
in patients with mild to moderate
isolated blunt traumatic brain injury

における MRI 上の脳梁損傷予測因子

としての CT 上の脳室内出血
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Object. Intraventricular bleeding (IVB) is widely regarded
as one element of a complex involving severe blunt traumatic
brain injury (TBI) and corpus callosum injury (CCI) is recently considered to be one of factors related to poor outcome
in patients with TBI. Although postmortem studies have
focused on the relationship between IVB and CCI, there
have been few investigations of IVB on CT as a predictor of
CCI on MRI in patients with mild to moderate isolated
blunt TBI.
Methods. We reviewed 332 mild to moderate isolated blunt
TBI patients, to investigate whether IVB on CT predicts CCI
on MRI. First, we classified patients into groups with and
without CCI and compared clinical and radiological findings between them. Then, we investigated prognostic factors
that were related to the development of disability at 6 months
after injury. The outcome at 6 months after injury was evaluated using the Extended Glasgow Outcome Scale (EGOS).
Finally, we evaluated correlation between the severity of the
IVB on CT and the number of CCI lesions on MRI. The
severity of the IVB was defined by number of ventricles in
which IVB was seen, and number of CCI lesions was
counted.
Results. On multivariate logistic regression analysis,
Glasgow Coma Scale Score 9 – 12, traffic accident, and IVB
on CT were significantly related to CCI. Multivariate analysis also showed that advanced age, male gender, Glasgow
Coma Scale Score 9 – 12, IVB on CT, and CCI on MRI were
associated with the future development of disability (EGOS
≤ 6). Furthermore, simple regression analysis revealed the
existence of a strong correlation between the severity of IVB
and the number of CCI lesions.
Conclusions. Our results suggest that evidence of IVB on
CT may indicate CCI, which lead to disability, in patients
with mild to moderate isolated blunt TBI.
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中等症（Glasgow Coma Scale score：9～15 点；軽症

Ⅰ─────────────── はじめに ─

13～15 点，中等症 9～12 点）単独頭部外傷（顔面，胸

頭部外傷（traumatic brain injury; TBI）患者の緊急

部，腹部，四肢，骨盤に緊急治療を要するような外

評価において CT が頻用されるようになり，脳室内

傷を認めないもの）にて聖路加国際病院脳神経外科に

出血（intraventricular bleeding; IVB）は TBI 全体の

入院し，受傷 2 週間以内に施行された MRI で DAI

1.5～ 3％程度の頻度でみられ，重症 TBI においては

と診断された 332 名の患者記録を後ろ向きに調査し

その頻度は 10％にも達することが示された

6,7,8,21,22,

た。本研究は当院倫理員会に承認され，施行された。

CT を用いた研究において，全

入院時の年齢，性別，Glasgow Coma Scale score，

脳室に及ぶ IVB は，冠状面方向の回旋力が加わった

瞳孔異常，head abbreviated injury score，受傷部位，

際に発生する脳梁病変や脳幹病変に関連して生じる

受傷機転（交通外傷，転落外傷，その他），CT 所見を

30,31,33,40）
。これまでの

と考えられてきた

11,22）
。CT

検討した。CT での評価項目は，皮下血腫，頭蓋骨骨

は挿管中の患者にも比

較的安全に施行でき，安価で，すぐに施行できるが，

折（線状骨折，頭蓋底骨折，陥没骨折），脳挫傷（前頭

びまん性軸索損傷（diffuse axonal injury; DAI）病変

葉，側頭葉，頭頂葉，後頭葉），外傷性くも膜下出

の検出においては MRI に劣るとされている 12,13）。

血，急性硬膜外血腫，急性硬膜下血腫，IVB とした。

DAI は重症 TBI において最も頻繁にみられる病変

IVB の重症度は，IVB がみられる脳室の数と定義

の 1 つして広く認識され，局所脳損傷がないにもか

し，前角・後角・下角（片側・両側）
，第 3 脳室，第 4

かわらず意識障害を有する場合に疑われる。DAI は

脳室の 0～8 点とした。CCI は MRI で評価した。MRI

大 脳 白 質 損 傷 ，脳 梁 損 傷 （ corpus callosum injury;

は 1.5 T Signa Exice or Intera [GE Medical Systems,

CCI），脳幹損傷を含み，転帰不良に関連すると考え

Milwaukee, Wis or Philips, New York, NY]），3T Verio

病変の中で，CCI や脳幹損傷

（Siemens, Munich, Germany）で撮影し，撮像条件は

られている

24,37）
。DAI

が特に転帰不良に関連するとする報告があり

T2 強調矢状像，T2*軸位像，FLAIR 矢状像，diffu-

20,34,37）
，

最近の我々の研究においては，脳梁膝部損傷が受傷

sion-weighted imaging とした。出血性 CCI は T2*-

1 年後の転帰不良に関連し

DAI 病変数

GRE で診断し，T2*-GRE で明らかな出血性病変を

や組み合わせを考慮してもなお，脳梁膝部病変が転

認めず，FLAIR で描出される病変は非出血性 CCI

帰不良因子となりうることを報告した

と判断した 36）。CCI 病変数は脳梁膝部，体部，膨大

28）
，さらには

27）
。これらの

部の 0～3 とした。

研究で，我々は CT 上の IVB を有する鈍的頭部外傷
患者が，引き続き施行した MRI で CCI を有してい

転 帰 は 受 傷 半 年 後 に Extended Glasgow outcome

Scale（EGOS）17,39）を用いて，外来通院可能な患者は

る傾向を認識した。
剖検例の研究 29）や MRI 上での IVB と CCI の関連

診察時，それ以外は電話連絡にて評価した。転帰良

を検討した研究 13）はこれまでにもあったが，CT 上

好を EGOS ≥ 7 とし，転帰不良を EGOS ≤ 6 と定義

の IVB が MRI 上の CCI に関連するかどうかを検討

した。

した研究や，IVB の重症度と CCI 病変数との関連を

JMP 8.0（SAS Inc. Cary. NC. USA）を用いて統計

検討した研究はこれまでなかった。我々は，軽症～

学的評価を行った。データの正規性を Shapiro-Wilks

重症鈍的単独頭部外傷において，CT 上での IVB が

test で評価した。データは平均値（ ± 標準偏差），中央

MRI 上の CCI の予測因子となり，IVB の重症度と

値 （ inter-quartile range: 25th percentile to 75th percen-

CCI 病変数に相関関係があることを報告した 26）。今

tile），患者数（％）の内，各データに適切な指標を用い

回我々は，軽症～中等症鈍的単独頭部外傷患者に限

て 評 価 し た 。正 規 分 布 し て い る 項 目 に 関 し て は

定し，この関係性を検討したので報告する。

Student's t test で，非正規分布している項目に関して
は Mann-Whitney U test で比較検討した。まず最初

Ⅱ─────────────── 方

に，患者を CCI の有無に応じて 2 群に分け，単変量

法 ─

解析にて各項目が CCI に関連しているかどうかを評

2003 年 6 月から 2012 年 2 月までの間に，軽症～

価した。単変量解析で CCI と関連していた項目を用
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Table 1 Clinical characteristics of patients with or
without corpus callosum injury

Variables

Table 2 Computed tomography findings of patients with
or without corpus callosum injury

Corpus callosum
injury

Total

Variables

（n=332）

with

（n=40）

without

Total

（n=332）

Corpus callosum
injury
with

without

（n=40） （n=292）

（n=292）

Baseline characteristics

Subcutaneoushematoma

255（77）

28（70）

227（78）

Meanageiny（SD）

53（21）

54（22）

52.1（21）

Fractureofskull

175（53）

19（48）

1756（53）

Male

265（79）

33（83）

232（79）

linear

102（31）

14（35）

88（30）

skullbase

71（21）

4（10）

67（23）

depressed

5（1.5）

1（2.5）

4（1.4）

MedianGCS（IQR）*

14（14〜15）14（12〜15）14（14〜15）

mild

297（89）

28（70）

269（92）

moderate*

35（11）

12（30）

23（7.9）

Abnormalpupil

10（3.0）

3（7.5）

7（2.4）

frontal

147（44）

19（48）

128（44）

Headabbreviatedscore

4（3〜4）

4（3〜4）

4（3〜4）

temporal

115（35）

14（34）

101（35）

parietal*

16（4.8）

5（13）

11（3.8）

Cerebralcontusion

Injury site of head
Frontal

93（22.4）

6（15）

69（24）

occipital

9（2.7）

2（5.0）

7（2.4）

Temporal

75（18.0）

11（28）

47（16）

Subarachnoidhemorrhage

189（57）

27（68）

162（55）

Occipital

133（31.9）

13（33）

100（34）

AEDH

52（16）

4（10）

48（16）

Parietal

77（18.5）

7（18）

53（18）

ASDH

1640（42）

20（50）

120（41）

Unknown

38（9.1）

3（7.5）

23（7.9）

Intraventricularbleeding*

20（6.0）

7（18）

13（4.5）

Mechanism of injury
Trafficaccident*

113（34）

22（55）

91（31）

Fall

208（63）

18（45）

190（65）

Others

11（3.0）

0

11（3.8）

Data show the number of patients (%).
*Variables significantly related to corpus callosum injury.
Abbreviations: AEDH, acute epidural hematoma; ASDH,
acute subdural hematoma.

Ⅲ─────────────── 結

Data expressed as number of patients (%), unless otherwise
indicated.
IQR = 25th percentile to 75th percentile
*Variables significantly related to corpus callosum injury.
Abbreviations: GCS, Glasgow Coma Scale.

果 ─

332 名の患者の臨床的検討項目を Table 1 に示し
た。中等症（Glasgow Coma Scale score: 9～12）TBI，
受傷機転の中の交通外傷の割合が CCI 群で優位に高
かった。Table 2 に示した放射線学的検討項目の中
で，頭頂葉脳挫傷，IVB の割合が CCI 群で優位に高
かった。それらの項目を用いて多変量解析を行うと，
中等症 TBI，受傷機転としての交通外傷，IVB が

いて，多変量解析を行った。次に，転帰不良関連因

CCI と有意に関連していることが明らかとなった

子について，単変量解析・多変量解析を前述した方

（Table 3）。単変量解析で転帰不良因子となった項目

法で施行した。最後に，IVB の重症度と CCI 病変数

を Table 4 に示した。その中で，年齢，男性，中等

に相関性があるかどうかを単回帰分析にて評価した。

症 TBI，IVB，CCI が多変量解析を行っても有意に

p<0.05 を統計学的に有意とした。

転帰不良と関連していた。
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Table 3 Multivariate logistic regression analysis of predictive factors for corpus callosum injury
Odds
ratio

95% CI

p value

GCSmoderate*

3.9

1.6〜9.1

0.0033

Trafficaccident*

2.4

1.2〜4.9

0.015

IntraventricularbleedingonCT*

3.9

1.3〜11

0.018

ParietalcontusiononCT

1.9

0.51〜6.6

0.29

Variables

Fig.1 Simple regression analysis showing the correlation between the severity of IVB and the number of CCI
lesions on MRI (r=0.13, p=0.016).

Abbreviations: CI, confidence interval.
*Variables related to corpus callosum injury.

Table 4 Prognostic factors related to outcome
univariate OR

Good recovery

Disability

（n=238）

（n=76）

Age*

60 ±18

48 ±21

male*

181（76）

68（89）

GCSmoderate*

15（6.3）

18（24）

Headabbreviatedscore（≥4）*

127（53）

54（71）

2.1（1.2〜3.7）

Subarachnoidhemorrhage

127（53）

51（67）

IntraventricularbleedingonCT*

8（3.4）

Corpuscallosuminjury*

14（5.9）

（95% CI）

p value

multivariate
OR（95% CI）

<0.0001
2.7（1.2〜5.9）

p value
<0.0001

3.3（1.4〜9.2）

0.0052

2.9（1.2〜7.3）

0.019

0.0075

1.3（0.67〜2.5）

0.45

1.8（1.0〜3.1）

0.046

1.0（0.55〜1.9）

0.9

12（16）

5.4（2.1〜14）

0.0004

3.8（1.2〜12）

0.021

26（34）

8.3（4.1〜17）

<0.0001

7.5（3.3〜18）

<0.0001

0.014

8.45（3.91〜18.3） <0.0001

*Variables significantly related to disability.

原因としてよく知られており，脳室上衣や上衣下，

単回帰分析によって，IVB 重症度と CCI 病変数は
正の相関性があることが明らかとなった（Fig.1）。

さらには上衣下に存在する脈管を傷害する 19）。実際
に造影 CT を施行すると，脳室上衣下に存在する脈

Ⅳ─────────────── 考

管から脳室内への造影剤漏出が確認される 38）。ま

察 ─

た，外傷時に生じる陰圧やその陰圧に引き続き生じ

本研究は軽症～中等症鈍的単独 TBI 患者におい

る脳室の伸展によって脳室壁内に存在する上衣下静

て，CT 上の IVB の存在が，転帰不良因子となりう

脈が破綻し IVB を引き起こすという機序も考えられ

る MRI 上の CCI と関連し，IVB の重症度は CCI 病

ている 40）。さらに，矢状方向の外力による脳室系の

変数と正の相関関係にあることを示した。

形態や大きさの変化を central cavitation と呼び，IVB

大脳半球と脳梁に“ズレ”が生じるような外傷が加

の原因となる機序の一つとする研究もある 25）。以上

わると，脳梁と透明中隔の間に shearing stress が発

のように，IVB が CCI と関連しうるであろう機序に

生する 13）。この shearing は頭蓋内正中構造物の損傷

は様々な要因が関連していると考えられ，外力が大
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きくなればなるほど，IVB の重症度が増し，ひいて

脳梁はいくつかの運動調節において重要な役割を

は CCI の病変数が増えると推測され，本研究の結果

果たしていると考えられ，特に一側の運動を管理す

に合致していると思われる。

べく，片側大脳半球の情報，両側の運動の統合情報，

一方で，CCI は大脳鎌自由縁によって惹起される

一側の運動を抑制するための対側の情報を伝える役

32）
。大脳鎌前方部は短

割を担っている 10）。加えて脳梁は，mini mental state

く，一過性の大脳の部分的な正中を超えた対側への

examination score によって評価される全般的高次機

偏移を許容するため脳梁前方に生じる shearing は小

能や精神的柔軟性にも関連している 4）。CCI の早期

さいとされる 23）。一方で大脳鎌が広く，対側への偏

診断は，高次機能訓練を初めとする早期の適切な対

移がより制限される脳梁後半部にはより強い shear-

応によって TBI 患者の転帰を改善させる可能性があ

23）
。この大脳鎌自

るため，CCI を診断すべく MRI による精査は，特

という説を唱える研究もある

ing が発生すると考えられている

体による脳梁傷害の機序が，IVB を有さない場合で

に IVB 患者においては重要であると考えられる。

あっても CCI は生じうることを支持しているものと

我々は本研究の意義は，TBI の重症度を評価しうる

考えられる。統計学的に有意ではなかったが，頭頂

比較的安価に検索しうる生物学的指標の一つとして，

葉脳挫傷が CCI 群で多かったことも，この機序を支

CT 上の IVB が挙げられることと考えている。

持している可能性がある。

本研究においていくつかの limitation について言
及しなければならない。本研究は後ろ向き，単一施

IVB は CCI のような脳深部構造物損傷と同様に，
重症鈍的頭部外傷の一つの構成要素である 29）とする

設の研究であり，selective bias を含んでいる。また，

一方で IVB は軽症 TBI や転倒などの軽微な外傷で

2 名の検者が画像所見を評価したが，inter- ⁄ intra-

2,8,15,29）
。この点に関し

observer variability が完全には除外できていない。本

て，本研究では軽症 TBI 患者の 5.4％，中等症 TBI

研究に参加した患者数が少なく，オッズ比の 95％

患者の 11％に IVB を合併しており，やはり重症度

confidence interval が比較的大きくなってしまい，結

が増すにつれて IVB の頻度も高まると考えられる。

果の信頼性に影響を与えてしまっている。diffuse

CCI のような中心部構造損傷をきたしている TBI の

tensor imaging は微細な白質病変の検出感度が良好

場合には，その外傷によって IVB に至ると考えられ

であり，従来の MRI では異常が検出されない病変の

る脈絡叢，脳室壁，脳弓に付随する構造物の損傷を

描出に優れているとされるが 9），本研究では行われ

想起しなければならないとする研究もある 3）。

ず，微細な DAI 病変が十分に評価できていない可能

も生じうるとする報告もある

性がある。今後，これらの limitation を改善するた

IVB 患者において転帰は不良となる傾向にある
が 22），IVB 自体が転帰に影響を与えているのか，併

めに，さらなる検討が必要であると思われる。

存する水頭症や頭蓋内圧上昇などの結果として転帰
が不良となっているのかについては明らかになって

Ⅴ─────────────── おわりに ─

いない 5,6）。ある研究では，IVB を有する患者は入院
時の状況が不良であるものの，IVB の有無によって
患者の転帰は影響を受けないとしている

本研究結果より，軽症～中等症単独鈍的頭部外傷

1,18）
。IVB

患者において，CT 上の IVB の存在は，転帰不良因

患者において許容できうる転帰をたどる患者は 12～

子となりうる CCI の予測因子となりうることが示さ

47％とされ，報告によって大きくばらついているの

れた。

が現状である

7,8,14,16,21,22,35）
。最近我々は

CCI，特に脳
謝 辞
本研究の一部は，2010 年度日本損害保険協会の交通事故
医療研究助成金を受けて行われた。

梁膝部損傷が TBI 患者における転帰不良因子である
ことを報告した 27,28）。本研究において CT 上の IVB
は有意に CCI と関連していたため，IVB 患者の転帰
は，合併する CCI の有無に影響を受けていると考え
られる。実際に，IVB よりも CCI がより転帰不良に
関連していた。
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発生過程を CT にて逐次観察し得た，

Organized chronic subdural hematoma in
which its development was observed
chronologically in CT scan: Case report

器質化慢性硬膜下血腫の１例
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The case was 80 year old male. The patient presented gait
disturbance, disorientation and dysarthria.
CT scan
revealed chronic subdural hematoma on the left side and
he was treated with trepanation operation. Ordinary thin
outer membrane was found on operation. Thereafter, the
remaining hematoma was frequently tapped through the
burr hole.
High density area was found on the lateral side of the
hematoma cavity 7 weeks after operation. 14 weeks after
operation, motor aphasia and behavior abnormality
happened. CT revealed marked rebleeding, so the second
operation (trepanation and drainage) was performed. On
operation, ordinary outer membrane was found. Even
after the operation, the hematoma still remained with the
high density area on the lateral side of hematoma cavity.
So the recurrence of hematoma was treated by the repeated
tap through the burr hole. Even 2 weeks after the second
operation, the air bubble remained to be trapped along
septum of the hematoma cavity.
The disorientation happened 22 weeks after the first
operation (8 weeks after the second operation). The eighth
tap was tried, but the hematoma could not aspirated
adequately. So the third trepanation and drainage operation was performed. The hematoma was organized. After
operation, the size of hematoma decreased to some degree,
but the symptom did not change. The hematoma was
cultured and Propionibacterium sp was found to exist in
hematoma cavity.
Gait disturbance and aphasia happened 24 weeks after
the first operation (2 weeks after the third operation).
Ultimately, the hematoma was removed by craniotomy.
Organized hematoma was found in the subdural space.
Although the cultured hematoma showed Propionibacterium
sp, the bacteria could not found on Gram stain. The
symptom improved after the craniotomy operation. The
compression of the brain almosy completely disappeared
26 weeks after the first operation (2 weeks after the
craniotomy operation). No recurrence of chronic subdural
hematoma was found 35 weeks after the first operation (11
weeks after the craniotomy).
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A

B

A

Fig.1
A : CT scan on admission. CT scan revealed chronic
subdural hematoma on the left side.
B : CT scan which was taken 13 weeks after the first
operation showed continuous high density area on the
lateral side of the hematoma cavity.

B

Fig.2
A : CT scan which was taken 14 weeks after the first
operation showed marked rebleeding. So the second
operation was done with trepanation and drainage.
B : CT scan which was taken 16 weeks after the first
operation (2 weeks after the second operation). It
revealed that the air bubble had been trapped along
septum after the second operation. Continuous high
density area still remained on the lateral side of the
hematoma cavity.

Ⅰ─────────────── はじめに ─
器質化した慢性硬膜下血腫は比較的稀である。我々
はその発生過程を CT にて逐次観察し得た症例を経
験したので報告する。

Ⅱ─────────────── 症

例 ─

症例は 80 歳の男性で，既往は無い。ふらつき，見
Fig.3 CT scan which was taken 22 weeks after the first
operation (8 weeks after the second operation). The
hematoma remained still and the volume did not change
in comparison with the previous one. Continuous high
density area also remained on the lateral side of the
hematoma cavity. So the third operation was done with
trepanation and drainage.

当識障害，言葉の出にくさにて発症した。CT で左慢
性 硬 膜 下 血 腫 を 認 め ，穿 頭 血 腫 除 去 術 を 受 け た
（Fig.1-A）
。通常の薄い外膜が存在していた。手術 3
日後の CT で，中隔壁に残存した血腫が確認されて
いる。その後も慢性硬膜下血腫が縮小しないため，
穿頭部より翼状針で血腫を穿刺排液していた。手術 4
週後（2 回穿刺後）は CT 所見に問題を認めなかった

術時頭蓋内に入った空気が隔壁内に trap された所見

が，手術 7 週間後（3 回穿刺後）には血腫腔の外膜側に

が認められた（Fig.2-B）
。血腫腔の外膜側の連続した

高吸収域が確認され，手術 10 週後（4 回穿刺後）には

高吸収域も残存していた。その後も穿刺による血腫

それは増大し，手術 13 週後（5 回穿刺後）にはその高

除去を外来で繰り返していた。
最初の手術から 22 週後（2 回目の穿頭手術の 8 週

吸収域は連続したものとなった（Fig.1-B）
。
手術 14 週後，言葉が出にくくなり不自然な行動も

間後）見当識障害が出現した。CT 上，血腫の大きさ

出現した。CT にて著明な再出血を認め，再手術（穿

は前回と変化なく，相変わらず外膜側に沿った血腫

頭による血腫洗浄および血腫腔からのドレナージ）を

が認められた（Fig.3）。8 回目の穿刺にても排液でき

行った（Fig.2-A）
。肉芽組織の内側に通常の血腫被膜

なくなったため，3 回目の手術（穿頭による血腫洗浄

が認められた。手術翌日の CT では外膜内側に沿い

および血腫腔からのドレナージ）を行った。血腫は器

多量の血腫が残存していた。最初の手術から 16 週間

質化しており，非常に厚い被膜と中隔壁を認め，ネ

後（2 回目の穿頭手術の 2 週間後）においても尚，穿頭

ラトン tube を挿入することができなかった。術後に
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A

B

C

Fig.4
A : CT scan which was taken 24 weeks after the first operation (2 weeks after the third operation). The hematoma
increased to the same size with the preoperative one of the third operation. Continuous high density area also
remained on the lateral side of the hematoma cavity. So the hematoma was removed by craniotomy.
B : Macroscopic operative view. Organized hematoma was found in the subdural space. Although the lateral side
of the hematoma was removed extensively, the medial side of the wall was not removed.
C : The pathological examination. Hematoxylin-eosin stain, × 200. The specimen showed sinusoid-like vasodilatation and necrosis in which lymphocyte, polymorphonuclear neutrophil leukocyte, and large nulclear cell accumulated.

A

B

C

Fig.5
A: CT scan which was taken 25 weeks after the first operation (1 week after the craniotomy
operation). The postoperative small hematoma remained in the subdural space.
B : CT scan which was taken 26 weeks after the first operation (2 weeks after the craniotomy
operation). The postoperative hematoma in the subdural space and the compression of the
brain almosy completely disappeared.
C : CT scan which was taken 35 weeks after the first operation (11 weeks after the craniotomy
operation). No recurrence of chronic subdural hematoma was found.

おいても，CT 上血腫の厚みは約 2／ 3 となったが，

球，大きな核を有する細胞の集積を伴う壊死像も認

神 経 症 状 は 変 化 し な か っ た 。尚 ，血 腫 の 培 養 で

めた（Fig.4-C）。Gram 染色では菌体を認めなかった

Propionibacterium sp を認めた。

が，血腫の培養で前回同様 Propionibacterium sp を認

最初の手術から 24 週後（3 回目の穿頭手術の 2 週

めた。Clindamycin，ceftriaxone，cefcapene pivoxil の

間後），歩行障害，失語をきたしたため CT を施行し

抗生剤の使用にて，感染は治癒した。術後神経症状

たところ，血腫は再度増大し，3 回目の手術前とほ

は改善した（Fig.5-A）。最初の手術から 26 週間後（開

ぼ同じ大きさとなっていた（Fig.4-A）
。開頭により器

頭術の 2 週間後）には，CT 上の硬膜下腔のスペース

質化した血腫を摘出したが，脳に強く癒着した血腫

も残存はするものの減少した（Fig.5-B）。最初の手術

内膜は残存させた（Fig.4-B）
。病理標本では，sinusoid

から 35 週間後（開頭術の 11 週間後）の CT でも再発

様に血管が拡張しており，またリンパ球，多核白血

を認めず，治癒とした（Fig.5-C）。
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Ⅲ─────────────── 考

るため，重篤な神経症状を呈することとなる。した

察 ─

がって器質化の有無を早期に診断し， 開頭手術を速

器質化した慢性硬膜下血腫は CT 上低吸収域を呈

やかに行う必要がある。

することも多く診断がつきにくいが，血腫内の膜様
構造，血腫内膜側の高吸収域，術後の空気の不均一
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き起こした一因であった可能性があるものと考える。
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慢性硬膜下血腫が器質化すると，穿頭術では治ら
ないばかりか，血腫が腫瘤性病変となり脳を圧迫す
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開頭被膜切除術を要した超高齢者

A case of recurrent chronic subdural hematoma
in a 105-years-old man that
required capsulectomy

（１０５歳）難治性慢性硬膜下血腫の
１例
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We report a case of repeated recurrence of chronic subdural
hematoma in a very elderly patient, presenting a therapeutic
challenge. The patient was a 104-year-old man who developed consciousness disturbance (Japan coma scale [JCS] 10)
and left hemiparesis 3 months after head trauma. Computed
tomography (CT) showed bilateral (predominantly rightsided) chronic subdural hematoma. At the first visit, he
underwent burr-hole irrigation, and became neurologically
clear the next day. However, he subsequently experienced
repeated recurrence of chronic subdural hematoma, and
underwent burr-hole irrigation a total of four times. In the
mean time, he received the Japanese traditional medicine
Goreisan and underwent middle meningeal artery embolotherapy for the prevention of recurrence of chronic subdural
hematoma, but had a recurrence. Finally, after the evaluation
of his general condition, he underwent capsulectomy under
general anesthesia, and was cured. Very elderly patients
with recurrent chronic subdural hematoma should undergo
less-invasive treatment first, then more invasive treatment
in a step-by-step fashion, and, finally, capsulectomy as an
option under general anesthesia if their general condition
allows.

た超高齢者の慢性硬膜下血腫における 1 開頭手術例

Ⅰ─────────────── はじめに ─

を経験したので，その治療方針について文献的考察

慢性硬膜下血腫は脳神経外科臨床において最も頻

を加えて報告する。

繁に遭遇する疾患の一つであり，確立された手術法
で良好な治療成績が得られている 6）。しかし，再発

Ⅱ─────────────── 症

率は依然として 10〜 20％と高率であり 8），また近
年，高齢者に対する積極的外科治療の機会が増える

症

例：104 歳（入院時），男性。

とともに，全身性合併症が臨床上の問題となってい

主

訴：意識障害。

る 10）。

家族歴：特記すべきことなし。

例 ─

既往歴：前立腺癌の既往あり。手術歴はなくビカ

今回われわれは，再発を繰り返して治療に難渋し
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Fig.1
A : CT on admission, B : Postoperative CT

ルタミド内服にてコントロール良好であった。
現病歴：当院来院 3 ヵ月前までは一人で毎日散歩
をしており，日常生活動作は自立していた。同時期
に転倒によって頭部を打撲したが，近医で施行した

Computed tomography（CT）では両側硬膜下水腫を示
したのみで経過観察されていた。2 ヵ月前から徐々
に散歩の頻度が減り，来院 3 日前から歩行時に転倒
するようになった。来院当日，呼びかけに対する反
応は鈍く，家族が救急要請して前医を受診した。CT

Fig.2
A : Second pre and postoperative CT, B : Third pre and
postoperative CT, C: Fourth pre and postoperative CT

にて両側慢性硬膜下血腫を認め，当院に紹介となっ
た。

〔 入院時神経学的所見 〕
意識レベル Japan coma scale（JCS）10，左上下肢と

行した。血腫腔の最も厚い部分に穿頭し，硬膜と血

もに徒手筋力テスト（Manual Muscle Test: MMT）4 ⁄

腫被膜を切開したところ，頭蓋内圧は亢進しており，

Ⅴの不全片麻痺を認めた。

黒褐色調の流動性血腫が噴出した。計 140 ml の血腫
を吸引し，その後生理食塩水で血腫腔を洗浄，血腫

〔 入院後検査所見 〕

腔内にドレーンを留置して手術を終了した。術後翌

血液検査で異常所見はなく凝固機能も正常であっ

日には意識清明で左不全片麻痺も消失し，同日の CT

た。胸部レントゲン上，軽度の心肥大があり，心電

で問題がないことを確認後にドレーンを抜去（Fig.1-

図は正常であった。心臓超音波検査では軽度の弁膜

B），第 10 病日に独歩退院した。その後，当院初診

症（大動脈弁閉鎖不全，僧帽弁閉鎖不全，三尖弁閉鎖

から第 28 病日に再び意識レベルが JCS 3 まで低下，

不全）がみられたが，左室駆出分画（Ejection frac-

左不全片麻痺（MMT 4 ⁄ Ⅴ）となった。CT 上右慢性

tion : EF）61.4％（55～80％）と正常，左室壁運動も正

硬膜下血腫の再発を認めたため再入院となり（Fig.2-

常であった。入院時 CT 所見では，右側優位の両側

A 左），同日に 2 回目の穿頭血腫洗浄術を施行した。

慢性硬膜下血腫があり（Fig.1-A）
，左への正中偏位を

手術は前回の創を用いて初回と同様の方法で行った

認めた。

（Fig.2-A 右）。再手術翌日には意識清明となり，左不
全片麻痺も消失した。再手術後 2 日目から再発予防

〔 入院後経過 〕

を目的として五苓散（7.5 g ⁄ 3 ×）の内服加療を開始
した 12）。しかし，第 47 病日に 2 回目の再発をきた

入院当日に局所麻酔下での右穿頭血腫洗浄術を施
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Fig.3
A : Preembolization, B : Postembolization

Fig.5 Intraoperative photograph.
A: Dural incision revealed the outer membrane of the
hematoma capsule. The hole in the center was created
at the time of irrigation.
B : Incision of the outer membrane of the hematoma
capsule revealed a dark brownish-red hematoma.
C: After removal of the outer membrane and irrigation
of the hematoma cavity.
Fig.4
A: Preoperative MRI T1WIGd + [axial], B: Preoperative
MRI T1WIGd + [coronal]

し（Fig.2-B 左）
，3 回目の穿頭血腫洗浄術を施行した
（Fig.2-B 右）。さらに，第 72 病日，3 回目の再発に
対して局所麻酔下に中硬膜動脈塞栓術を追加した上
で（Fig.2-C 左）
，第 74 病日に 4 回目の穿頭血腫洗浄
術を施行した（Fig.2-C 右）
。

Fig.6 Follow up CT [one year after capsulectomy].

〔 中硬膜動脈塞栓術所見 〕
第 72 病日に施行した選択的外頚動脈造影では，右

に，再び意識障害（JCS 3）と左不全片麻痺（MMT 4 ⁄

中硬膜動脈よりわずかに血腫被膜と考えられる濃染

Ⅴ）をきたして入院となった。CT では右慢性硬膜下

像が認められた（Fig.3-A）
。そのため，中硬膜動脈前

血腫が貯留し，造影 MRI で右被膜外膜の肥厚はある

頭枝内にマイクロカテーテルを挿入した後，再度中

ものの，腫瘍性病変を疑わせる増強所見は認めな

硬膜動脈本幹まで引き抜きながら，順次 Guglielmi's

かった（Fig.4-A, B）。全身状態は良好であり，術前検

Detachable Coil 10 ultrasoft 2 mm × 6 cm を 計 7 本

査（心電図，心臓超音波検査）で初回入院時と大きな

挿入した。その結果，外頚動脈撮影にて中硬膜動脈

変化もなかったことから，第 105 病日に全身麻酔に

は描出されなくなったため治療を終了した（Fig.3-B）
。

よる開頭被膜切除術を施行した。

〔 中硬膜動脈塞栓術および穿頭洗浄術（4 回目）後経過 〕

〔 開頭被膜切除術所見 〕

中硬膜動脈塞栓術および引き続き施行した穿頭血

被膜外膜を可及的に切除できるように右前頭側頭

腫洗浄術にて，意識清明となり，片麻痺も消失したた

開頭術を行った。硬膜は視覚的に正常であり，硬膜

め，第 86 病日に独歩退院した。しかし，第 102 病日

を切開すると慢性硬膜下血腫の厚い被膜が確認され
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た（Fig.5-A）。硬膜と被膜外膜との剥離は容易であっ

た 3）。手術所見から，再発の原因としては被膜内膜

た。被膜外膜を切開すると，赤褐色調の流動性血腫

と被膜外膜をつなぐ器質化した血腫からの出血であ

が存在していた（Fig.5-B）
。被膜外膜と被膜内膜とを

ると考えられた。器質化した血腫は被膜外膜からの

つなぐ器質化した血腫を数ヵ所認め，そこから少量

新生血管に富んでおり，その部分の止血が再発予防

の出血が持続していた（Fig.5-C）
。酸化セルロース貼

に必要であると考えられた。結果的に，本症例にお

付剤およびフィブリン糊を用いて止血を行い，可及

ける再発の原因は，患者要因として高齢が挙げられ，

的に外膜部分のみを切除し，頭蓋形成を行って手術

血腫要因としては厚い被膜の器質化した血腫からの

を終了した。手術中は血圧 100 から 120 mmHg と安

持続的な出血であると考えられた 4）。

定し，体温は術中加温管理によって 36 ℃台とした。

近年，麻酔管理，手術技術，周術期管理の向上に

硬膜および被膜を病理学的に検索したところ，腫瘍

よって高齢者に対する手術が可能になってきてい

性病変は認められなかった。

る 5,7）。しかし，高齢者は老化による各臓器の機能・
予備力の低下，侵襲防御力の低下をきたし，周術期

〔 開頭被膜切除術後経過 〕

の死亡率や合併症の発生率が高いことも事実である。

術後経過良好で，術後 11 日に神経学的異常所見を

その発生率は，アメリカ麻酔科学会分類において術

残すことなく独歩退院した。その後 1 年間の外来経

前評価の重症度に比例し，緊急手術ほど高くなる 7）。

過観察において慢性硬膜下血腫の再発を認めておら

90 歳以上の手術患者における術後 48 時間以内の重

ず（Fig.6），日常生活動作も自立している。

大な合併症の発生率は 9.4％，死亡率は 1.6％で，術
後 30 日 ， 1 年 ， 5 年 の 死 亡 率 は お の お の 8.4％ ，

Ⅲ─────────────── 考

31.4％，78.8％と報告されている 2）。術後 48 時間以

察 ─

内の重篤な合併症，死亡率は全身麻酔と局所麻酔と

超高齢者の慢性硬膜下血腫に対する初回の外科的

では有意差がなかったという 2）。また，Warner ら 12）

治療として，穿頭血腫洗浄術が選択されることが多

は，100 歳以上の手術患者では術後 30 日以内の死亡

10）
，再発例および再々発例に対する治療法の選

率は 16.1％と述べている。しかしながら，超高齢者

択は未だ解決されていない。超高齢者である本例の

であっても年齢のみで麻酔施行の可否を決めつける

治療方針として，われわれは，穿頭血腫洗浄術以外

べきではなく，各患者の術前評価でリスクを判断す

のいくつかの治療方法を選択する際に，非侵襲的な

る必要がある。心機能の評価として心エコーは有用

治療から先んじて行うこととした。難治性血腫に対

であり 7），心臓壁の厚さ，収縮，弁の動きから陳旧

する治療としては，五苓散の内服や 8），外科的には，

性心筋梗塞，弁膜症，心不全の有無を確認すること

Ommaya reservoir の設置，硬膜下腔腹腔シャント術，

ができる。また，長谷川ら 1）は，ホルター心電図で

中硬膜動脈塞栓術，多房性血腫には内視鏡的隔壁切

の不整脈の有無や程度，薬剤負荷心筋シンチで陳旧

除術，開頭被膜切除術などが報告されている

4）
。本

性心筋梗塞の有無や心筋収縮力の把握が術前心機能

例では，五苓散の内服による再発予防を試みたが効

評価に有用であったとしている。術中管理では，体

果はみられなかった。その一因として，再発までの

温保持の重要性が指摘されており，低体温は術後の

期間が短く，内服による効果発現に至らなかったこ

心筋虚血，狭心痛，低酸素血症，創部感染の発生率

8）
。次いで，血腫被膜の栄養血管で

を増すことが知られている 7）。英国国立医療技術評

いが

とが考えられた

ある中硬膜動脈塞栓術を選択したが 11），再発を止め

価機構が公表している周術期ガイドラインによると，

ることはできなかった。本例では脳血管撮影での血

36.0 ℃以下であれば体温加温装置を使用することが

腫被膜の濃染像が軽度にとどまっており，血腫被膜

薦められている 9）。本例のごとく超高齢者であって

の栄養血管は中硬膜動脈を主とするのではなく，他

も，十分な術前評価の上に予定手術を計画し，術中

の多くの微細な血管が関与していたことがその治療

の加温装置など用いて全身管理することで，全身麻

効果を減じた原因と推測された。最終的に，最も根

酔下の開頭術も治療法のひとつとして選択できよう。

治効果の高い全身麻酔下の開頭被膜切除術を選択し
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outcome, complications, and recurrence rate. Neurol Med
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a case report and review of the literature
TAKUYA ISHII1, TOHRU TERAO1, DAICHI KAWAMURA1, TOSHIAKI ABE2
1Department
2Department

Abstract:

of Neurosurgery, Atsugi City Hospital
of Neurosurgery, Jikei University School of Medicine

Vertex epidural hematoma (VEDH) is relatively rare. Several reports have described atypical
chronic and non-surgical cases. Because of variations among VEDH, it was difficult to properly
diagnose prior to the computed tomography era. We herein describe a case of VEDH with
dual suture diastasis. Our search of the literature yielded 39 cases with similar clinical courses.
Clinical characteristics of VEDH, including the impact distribution, bone injury and bleeding
source, are reported. Important considerations for diagnosis and surgical treatment are also
discussed.
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Introduction

Case report
A 37 year-old man suddenly lost consciousness,
fell to the ground and hit his head. The impact
was at the right parietal portion of the head and
tonic seizure developed within a few minutes. He
was immediately transported to our hospital.
Upon arrival at the emergency department, he had
already recovered consciousness. He suffered from
headache and had a right parietal subcutaneous
hematoma. His pupils were isocoric and reactive.
There was neither limb weakness nor other focal
signs. He had a past history of alcoholism and his
blood examination revealed liver damage and mild
coagulopathy. Head CT demonstrated a right
parietal linear fracture, sagittal and left coronal
suture diastasis, and VEDH without subdural
lesions (Fig.1). Two hours after admission, consciousness deteriorated and he developed severe

Vertex epidural hematoma (VEDH) is a relatively rare lesion, variously estimated to account
for 1% to 8% of all extradural hematomas 5,6,25).
Several authors have reported atypical chronic
and non-surgical cases 2,3,5,8,18,20,21,22). As hematoma
extension and complicated subdural lesions result
in variable clinical symptoms, it was difficult to
diagnose properly prior to the advent of computed
tomography (CT) 7,9,20). Even at present, certain
clinical pitfalls necessitate special considerations
when treating VEDH.
We herein describe a case of VEDH with sagittal and coronal suture diastasis, along with a review
of the relevant literature.
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Fig.1 Initial head CT images.
(a) Axial image.
(b) Axial bone image.
(c) Reconstructed three-dimensional bone image.
(d) Reconstructed sagittal image.
(e) Reconstructed coronal image.
The VEDH was demonstrated more clearly in the reconstructed images than in the axial image.

Fig.3 Surgical findings of the present case.
(a) Right parietal fracture, sagittal, and left coronal suture
diastasis.
(b) A thin strip of bone over the sagittal suture, left at
craniotomy.
(c) The depressed dura attached to the strip of bone.
Pieces of gelfoam with fibrin glue on the SSS bleeding point.

Fig.2 Follow-up CT images.
(a) Coronal image
(b) Sagittal image.
Enlargement of VEDH was revealed on the follow-up
images.

Fig.4 Post-surgical CT images.

headache, nausea, and vomiting. A follow-up CT
revealed VEDH enlargement (Fig.2). Emergency
surgery was thus performed.
The patient was given general anesthesia and
placed in the supine position on an operating
table with the head fixed in a Mayfield headrest.
Before draping, a central venous catheter was
inserted from the right jugular vein in order to
prevent intraoperative venous air embolism. An
H-shaped scalp incision was made on the vertex
and the skin flap was reflected. A right parietal
linear fracture was exposed, which extended to the
sagittal suture and left coronal suture diastasis

(a) Coronal image.
(b) Sagittal image.
VEDH was evacuated and intracranial pressure was
controlled.

(Fig.3-a). Fronto-parietal osteoplastic craniotomies
were performed bilaterally, leaving a thin strip of
bone over the sagittal suture (Fig.3-b). The epidural hematoma was evacuated and the bleeding
point from the superior sagittal sinus (SSS) was
then detected. For the purpose of hemostasis,
pieces of Gelfoam were placed on the bleeding
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site with fibrin glue and the depressed dura was
then tacked up to the thin strip of bone over the
sagittal suture (Fig.3-c). The bone flaps were replaced with titanium plates and screws and additional central tenting was performed.
The post-surgical course was uneventful and he
was discharged 2 weeks later without neurological
deficits (Fig.4).

angles. It is particularly important to obtain CT
images including the top of the vertex when
trauma patients who have sustained a blow to the
vertex are evaluated.
The bleeding source was confirmed in 35 cases.
All had venous bleeding, with injury to the SSS in
particular being most common, ie, 27 cases (77%).
Meiner et al reported 39 cases of traumatic dural
sinus injury 16). Among them, SSS injury was
detected in 29 (74%), with injury to the middle
portion of the SSS being most frequent. The clinical outcomes of middle and posterior SSS injury
cases were poorer than those of anterior injury
cases, because blood flow in the middle and
posterior SSS is greater than that in the anterior
SSS. Yilmazlar et al. reported 30 epidural hematomas of non-arterial origin 24). There were only
two VEDH among them and bleeding from the
SSS accounted for 20%. In the present case as
well, an SSS injury was detected.
There are several factors that must be considered when performing VEDH surgery. The most
significant risk factor in this surgery involves the
control of bleeding from the SSS. Several hemostasis methods have been proposed but one of the
easiest and safest procedures is marginal tenting
along the SSS 11). In the present case, a thin strip
of bone over the sagittal suture was left in place at
the time of craniotomy, where the depressed dura
around the SSS had been attached. A favorable
hemostatic effect was obtained.
The prevention of intraoperative venous air
embolism (VAE) is another important aspect of
this surgery. As most VEDH cases had a parietal
bleeding point, the surgical field was above the
heart. Moreover, the wall of the SSS was so hard
that the risk of intraoperative VAE was increased 10).
Several maneuvers for preventing VAE, such as
cervical venous compression and lowering the
position of the head have been recommended.
However, these strategies raise venous pressure.
During surgery for VEDH elevation of venous
pressure might increase bleeding. The insertion of
a central venous catheter from the right jugular
vein was proposed to resolve this problem 19). In
the present case, the central venous catheter was
inserted before starting the surgery. As a decline
in end-tidal CO2 was detected during the surgery,

Discussion
Seventy-two clinical courses of VEDH have
been described in 41 clinical reports published from
1964 to 2011. As nearly all VEDH were caused
by venous bleeding, several atypical chronic cases
and non-surgical cases have been included in the
literature. Thirty-nine cases relevant to the current
case were found after excluding these atypical
cases 1,4,6,11,12,13,14,15,17,21,23,25). There were 35 males and
four females. The ages of these patients ranged
from 12 to 72 (mean 37.7).
Skull fractures were detected in 36 cases (92%).
In 21 cases (58%), the skull fracture involved the
parietal bone while frontal fractures were seen in
only 8 cases (22%). It was suggested that a parietal impact causes VEDH more often than frontal
trauma. As the flow of blood in the posterior SSS
is greater than that in the anterior SSS, posterior
SSS injury due to a blow to the parietal area might
contribute to the development of VEDH. In the
present case, a right parietal fracture occurred.
Suture diastasis was detected in 19 (52%) of the
reported cases. All 19 had sagittal suture diastasis,
while there were only 4 cases with coronal suture
diastasis 15,17,23). As frontal and temporal trauma
seldom causes VEDH, coronal suture diastasis
might be less frequent in VEDH cases. Our present patient had sagittal and left coronal suture
diastasis.
Some of the case reports in the literature predated the CT era. With the development of helical
CT especially, which has improved the accuracy
of reconstructed images, the diagnosis of VEDH
has been facilitated by the use of reconstructed
coronal and sagittal CT images. Three-dimensional
reconstructed bone images can be used to evaluate
the distribution of bone damage from various
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approximately 15 ml of air were aspirated from
the central venous catheter.
Twenty-one cases (21 ⁄ 39 53%) recovered without neurological deficits. Among the 18 cases with
neurological deficits, 11 had a complex subdural
lesion. In analyzing only those cases managed
after the introduction of CT, 7 of 9 (77%) showed
full recovery. The development of more advanced
diagnostic tools might contribute to improved
outcomes.
In conclusion, there are certain vital considerations when treating VEDH. Diagnostic head CT
scanning should include images of the top of the
vertex, which allows reconstruction of sagittal and
coronal images. In the surgical cases, preparation
for bleeding from the SSS and avoidance of VAE
are important.

11） Jackson FE, Heinz W, Blumberg N: Operative technic of
removal of epidural hematoma of the vertex depressing the
superior sagittal sinus. Am J Surg 116 (1): 115-116, 1968.
12） Jones TL, Crocker M, Martin AJ: A surgical strategy for
vertex epidural haematoma. Acta Neurochir (Wien) 153 (9):
1819-1820, 2011.
13） Kiboi JG, Muriithi IM: Vertex epidural haematoma manifesting with bilateral upper limb decerebrate posture: case report.
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頭部外傷の６年後に発症した

A case of delayed cerebrospinal fluid rhinorrhea
6 years after a head injury

遅発性髄液鼻漏の１例
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A 61-year-old man was aware of serous fluid rhinorrhea
frequently 6 years after a head injury. However, the rhinorrhea ceased spontaneously in several days. He had meningitis with headache, fever, and neck stiffness 10 years after
the head injury. No functional deficit of the cranial nerves
was noted except left anosmia. No other neurological deficits
was detected. Plain head computerized tomography (CT)
scan revealed low density area in the left frontal base. Bone
image of the CT scan revealed a fistula at the posterior wall
of the frontal sinus and the roof of the ethmoidal sinus.
Magnetic resonance imaging (MRI) showed that the brain
lesion was low signal intensity on T1-weighted images and
high signal intensity on T2-weighted images suspecting of
old brain contusion. CT cisternography showed the cerebrospinal fluid (CSF) leakage draining from the subarachnoid
space through the roof of the left ethmoid sinus into the
nasal cavity. The CSF leakage was noticed when he raised
his head or defecated. The CSF leakage could not be stopped
by conservative treatment with a spinal drainage for 2 weeks.
Duraplasty with pedicled periosteal flap was performed by
craniotomy and CSF leakage was completely stopped postoperatively. No further problems occurred in the postoperative follow-up period. Delayed CSF leakage is rare.
It often can't be stopped by conservative treatment, and
surgical treatment is usually required. This case presentation is followed by the discussion of related reports as well
as issues concerning diagnosis and treatment of delayed
posttraumatic CSF leakage.
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り 3,7,10,27），これらは保存的加療に抵抗性であること

Ⅰ─────────────── はじめに ─

が多い 27）。今回我々は，頭部外傷の約 6 年後から遅

遅発性髄液鼻漏は稀な疾患で，50〜 70％の外傷性
髄液漏は受傷 48 時間以内に発症し

of Neurological Surgery, Kagawa Rosai Hospital
of Neurological Surgery, Kagawa University
Faculty of Medicine

2Department

発性に髄液鼻漏に気づいていたが，受傷後約 10 年後

21,25）
，その多くは

に細菌性髄膜炎を併発し，保存的治療により髄液鼻

14 日以内に自然停止している 18,22,25,26,27）。髄液漏は自

漏が停止しなかったため，開頭による有茎骨膜弁を

然停止しても，将来的に潜在性髄液漏となり髄膜炎

用いた経頭蓋的髄液漏閉鎖術を行い良好な結果を得

の併発や，遅発性髄液鼻漏として再発することがあ

た 1 例を経験したので，文献的考察を加え報告する。
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Fig.1 Preoperative images.
A : Plain head CT showing low density mass in the left frontal base.
B : Bone image of CT showing a fistula at the posterior wall of the frontal sinus and the roof of the ethmoid sinus (left: axial,
center: coronal, right : sagittal, arrow shows the bone defect).
C: T1-weighted MR image demonstrating low signal intensity mass in the left frontal base.
D : T2-weighted MR image demonstrating high signal intensity mass in the left frontal base.
E: FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) MR image demonstrating low signal intensity mass in the left frontal base.
F: Diffusion-weighted MR imagine demonstrating low signal intensity mass in the left frontal base.
G : Gadolinium (Gd) enhanced T1-weighted MR image revealing non contrast enhancing mass (left: axial, center: coronal,
right: sagittal).

Ⅱ─────────────── 症

約 3 ヵ月入院加療し，頭部は保存的加療をされた。約

例 ─

4 年前からほぼ毎日，日に数回，鼻の奥から水様の液

症

例：61 歳，男性。

体が流出してくることを自覚するようになったが放置

主

訴：悪寒，頭痛。

していた。平成 21 年 6 月，急な悪寒，頭痛にて近医

既往歴：糖尿病を指摘されるも通院加療されてい

救急受診した。受診時，軽度の意識混濁，発熱，項部
硬直を認め，外来で施行した腰椎穿刺にて髄液混濁と

なかった。
現病歴： 10 年前に交通事故にて頭部外傷，左下腿

髄液圧の上昇（30 cmH2O）を認め，頭部 computerized

骨折を受傷した。左下腿骨折に対しては手術を施行し

tomography（CT）scan にて異常を認めたため当院に搬
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Fig.2 CT cisternography showing CSF draining from the subarachnoid space through the roof of the left ethmoid
sinus (arrow) into the nasal cavity (left : axial, center: coronal, right: sagittal).

Fig.3 Intraoperative view.
A : Photograph depicting the coronal skin incision.
B : Photograph showing the pedicled periosteal flap.
C: Discolored degenerative olfactory nerve (arrow).
D : Invagination of dura mater and soft tissue into the linear fracture (arrows) at the frontal base in the extradural view.
E: Photograph showing adhesion between dura mater and brain cortex (arrows) in the intradural view at the invaginated
point.
F: Photograph demonstrating packed fat flap (arrows) into the frontal sinus, bone defect (arrow head) at the frontal base, and the
pedicled periosteal flap (star).

清糖比 0.4 未満であった。

送された。
来院時所見： Japan Coma Scale（JCS）1，Glasgow

神経放射線学的所見：単純頭部 CT scan では左前

Coma Scale（GCS）E4V5M6，項部硬直，左嗅覚消失を

頭葉に low density を示す嚢胞性病変を認め（Fig.1-

認めたが，それ以外には神経学的異常所見はなかった。

A），造影効果は認めなかった。CT 骨条件では，左前

BP 141 ⁄ 71 mmHg，HR 68 ⁄min，BT 39.8℃，血液生

頭蓋底に前頭洞や篩骨洞へ続くような骨折線と骨欠損

化 学 所 見 は WBC 17560/ul， Glu 247 mg/dl， CRP

を認めた（Fig.1-B）。頭部 magnetic resonance imaging

13.17 mg/dl，HbA1C 6.7％。入院後，培養目的で行っ

（MRI）では左前頭蓋底付近に T1 強調像で低信号

た腰椎穿刺では髄液は混濁し，髄液圧 16 cmH2O
（前医

（Fig.1-C），T2 強調像で高信号の嚢胞性病変を認めた

にて腰椎穿刺 7 ml 排液後）で，Glu 87 mg/dl，Protein

（Fig.1-D）。ガドリニウム造影 MRI では嚢胞性病変は

170 mg/dl， Cl 125 mmol/l， Cell 11240 ⁄µl， Mono

造影効果を認めなかった（Fig.1-G）。また同病変は

1967 ⁄µl，Poly 9273 ⁄µl と炎症所見を示し，髄液／血

Diffusion Weighted Image で低信号であり（Fig.1-F），
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脳膿瘍は否定的であり，脳挫傷に伴う慢性変化と考え

Ⅲ─────────────── 考

られた。
入院後経過：入院時所見から細菌性髄膜炎と診断

察 ─

頭部外傷での髄液漏の発生率は 1〜3％12,25）であり，

しメロペネム 2 g ⁄ day，セフォタキシム 6 g ⁄ day を

約 70％は髄液鼻漏で発症する 1,12,22,26）。前頭蓋底損

併用投与し，安静臥床とした。しかし起床時や怒責

傷では 10〜30％に合併 18,19,27）し，嗅神経の損傷と篩

等，腹圧をかけた際には髄液鼻漏が出現していたた

骨・篩板の骨折を伴う篩骨洞・前頭洞を含む骨折に多

め，入院 5 日目にスパイナルドレナージを留置し，

いとされる 7,12,19,25）。外傷性髄液鼻漏は受傷 48 時間

安静臥床を約 1 週間継続した。このような保存的加

以内に 50〜 70％ 21,25），1 週間以内に 84％ 22），1 ヵ月

療にても髄液鼻漏が消失しなかったため，手術的加

以内に 90％25），3 ヵ月以内に 98％が発症 21）している。

療を考慮し，漏出個所検討のため脳槽 CT 施行した。

症例の中には受傷 10～ 35 年後に発症した報告もあ

脳槽 CT では前頭洞，篩骨洞内に造影剤の漏出を認

る 24）が，概して遅発性に生じるものは稀である 16）。

め，骨折線からの髄液漏であることが確認できた

外傷性の髄液鼻漏は，1〜3 週間以内で 50〜90％18,22,
25,26,27）
，総じて

（Fig.2）。耳鼻科と検討し，経鼻内視鏡的整復術は困

80〜95％は自然停止する 21,27）が，2〜

難であるため，開頭による経頭蓋的髄液漏閉鎖術を

20％は再発したり，潜在性髄液漏や遅発例として髄

施行した。

膜炎を発症することがあるとされる 3,7,10,27）。また，

手術所見：全身麻酔下に仰臥位にて冠状皮膚切開

外傷性髄液漏の 5〜30％に髄膜炎を合併する 27）とさ

を設け（Fig.3-A）
，大きな有茎骨膜弁を採取し左前頭

れ，髄液漏が 7 日間以内のものでは髄膜炎の発症率

開頭を行った（Fig.3-B）
。硬膜は骨折線周囲の頭蓋底

は 5〜11％，７日以上持続例では 55〜88％に増加し，

と強く癒着しており一部骨折線に硬膜が嵌頓してい

髄膜炎の発症率は髄液漏罹患期間に比例する 7,22,27）と

た（Fig.3-D）。これを切断すると硬膜側から髄液が漏

考えられる。

出されるのが確認された。さらに術野深部では硬膜

遅発性髄液漏における髄液漏の出現と消失は，外

の欠損部位があり，まず遊離骨膜片にて硬膜形成を

傷で生じた血腫や脳実質，周囲の結合織との癒着，

行い閉鎖した。続いて前頭蓋底の先端部から硬膜を

頭蓋内圧が相互的に関与する。急性期に頭蓋底骨折

切開し硬膜内から漏出部位を観察すると硬膜と脳表

部，硬膜損傷部に凝血塊や脳実質が嵌頓し，副鼻腔

の癒着を認めた（Fig.3-E）
。結合識と一塊となったこ

の周囲構造と癒着し，ある程度の強度を持った隔壁

れらの部位を切開すると内部には軟化し変色した脳

が形成されるが，凝血塊のおよび脳実質の吸収，咳

組織に癒着した嗅神経を認めた（Fig.3-C）
。術前の嚢

嗽やくしゃみ等，頭蓋内圧の変化により髄液漏が引

胞性病変は脳実質の欠損部であったことが確認され，

き起こされる 10,17）と考えられている。癒着によって

腫瘤性の病変は認めなかった。この死腔には腹部か

できた隔壁が時に破綻することで，髄液漏・髄膜炎

ら採取した脂肪片を充填し，フィブリン糊で閉鎖し

を起こし，髄膜炎後に再度癒着が生じ，髄液漏は閉

た。前頭洞の粘膜は硬膜と同様に一部が骨折線に嵌

鎖と再発を繰り返す 10,17,18）と考えられる。また，高

頓していたためこれを切除して前頭洞内に脂肪片を

齢者での髄液漏の再発は加齢による前頭蓋底の骨の

充填し，フィブリン糊で閉鎖した。開頭時に採取し

全般的な韮薄化が関与すると指摘するものもある 13）。

た有茎骨膜弁を硬膜形成部を覆うように硬膜外腔に

本例でも前頭蓋窩の骨欠損部と硬膜，脳表が癒着し

敷き込み，更に前頭洞を閉鎖するように硬膜に縫い

ており，硬膜と副鼻腔をつなぐ構造が確認されたのは

付けて閉頭した（Fig.3-F）
。

上記のような過程が繰り返されたためと考えられた。

術後経過：術後一時的に採血上炎症反応の上昇を

髄液漏の簡便な検査にはテステープ等で鼻汁中の

認めたが，順調に軽快し，スパイナルドレナージの

糖を検出することもあるが，外傷後の血性髄液では

排液圧を上げ，その後抜去しても髄液鼻漏の再発は

実用的ではない 21）。鼻涙管を通って鼻汁に混じる涙

認めなかった。術後 19 日で独歩退院した。その後

液中には糖分が含まれるため，鼻汁でも陽性に出る

は，髄液鼻漏の再発を認めていない。

ことがあり，確実性に欠ける 22）。また，鼻汁内の β2-

transferrin を確認する方法もある 6,21,25）が，鼻汁が後
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咽頭へ流出しているような状態ではこちらも実用的

した脳やその他の頭蓋内合併症に対する処置が必要な

ではなく，検体量が数 ml 必要であること，診断まで

症例は開頭術による硬膜修復が必要とされる 22,27）。そ

に時間がかかることなどの問題もあり，必ずしも臨床

の他にも，頭蓋底粉砕骨折，後壁や外側へ広がった

にそぐわない点もある 8）。漏出箇所の診断には冠状断

前頭洞の骨折，多発骨折や大きな硬膜・骨成分の欠

の頭部 CT scan（thin slice）が骨欠損部の同定

損，髄液漏閉鎖術後再発例，蝶形洞外側発達例では

6,18,25）に，

冠状断の頭部 MRI scan（thin slice），CT および MRI

内視鏡下鼻内手術は避け経頭蓋的閉鎖術が勧められ

cisternography は脳実質が嵌頓している状態や瘻孔

る 22,25,26）。瘻孔の処理は硬膜内からの閉鎖が良いと

部の確認に有用である

され 22,27），脂肪，骨膜，側頭筋膜，大腿筋膜，帽状

1,5,6,8,18,20,21,22,25,26）。 ま

た，

radioisotope（RI）cisternography では副鼻腔や鼻腔へ

腱膜等が用いられる 15,21,23）。今回の症例では，硬膜

の RI の流出を確認でき有用であるという 1,21,22,25）。今

が骨折線に嵌頓し硬膜欠損が比較的大きかったため

回の症例でも，骨欠損部の確認は冠状断の頭部 CT

にまず硬膜外から遊離骨膜弁にて可及的に欠損部を

scan の骨条件が，瘻孔部の確認は CT cisterography

形成した。しかし，最深部の形成が困難であったた

が有用であった。

め，硬膜内から最深部の欠損を覆うように脂肪を敷

髄液漏における髄膜炎の頻度が予防的抗生剤投与

きつめて，さらに硬膜外から有茎骨膜弁を硬膜形成

で 21％から 10％に低下したとの報告もあり 7），髄液

部全体を覆うように敷きつめて硬膜内外から欠損部

漏の第一選択の治療は至適抗生剤併用の上 4,6,11），安

の処理を行った。再発性で，髄膜炎を生じたような

静臥床にて保存的加療 1,15,22）であるが，頭位挙上（15

場合には，硬膜欠損部をより大きな血流の豊富な組

～20°）を 3 日間行っても無反応なもの，髄液漏が多

織で閉鎖することが望ましいとされている 2,22）。ま

量のものには 5～13 日間腰椎穿刺による髄液の持続

た，経頭蓋法の合併症として嗅覚消失・嗅神経損傷

15,21）
。し

が 15〜20％生じるとされる 21）が，本例では術前から

ドレナージを併用し床上安静が勧められる

かしながら，保存的治療に抵抗性の遷延するもの，

左嗅覚脱失があり，術中に変色軟化していた左嗅神

再発例，遅発例，画像上頭蓋底の変形が著しい例，

経は切除した。
本例は頭部外傷受傷後約 10 年後に生じた細菌性髄

高エネルギー穿通外傷，気脳症増悪例，髄膜炎再発
例は外科的治療の適応となることが多いとされる

1,15,

膜炎を伴う遅発性髄液鼻漏で，保存的加療に抵抗性

18,21,22,27）
。髄液漏罹患期間の継続による髄膜炎の頻度

であった。頭部 CT や MRI にて，前頭洞から篩骨洞

の上昇に伴い，経過観察期間としては 1 週間程度が

までの比較的広範な頭蓋底骨折を伴っていたため開

妥当とする報告もある 8）。今回の症例では, 入院時か

頭による経頭蓋的髄液漏閉鎖術を施行し良好な結果

ら繰り返し行った髄液培養で起炎菌が検出されな

を得ることができた。近年は内視鏡下鼻内手術も盛

かったが，入院時髄液検査所見から細菌性髄膜炎と

んに行われているが，術式の選択に関しては合併症

診断 9,11）し，抗生剤の投与を行った。細菌性髄膜炎

や骨折の範囲等に応じて柔軟に対応する必要がある

の治療ガイドライン等

9,11）を参考にし，セフォタキ

と考えられた。

シムを選択したが，手術歴がないこと，インフルエ
ンザ菌の可能性が必ずしも否定ができないこと等か
ら，メロペネムを併用投与し，良好な血液・髄液所
文

見の改善を認めた。
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被膜を伴った慢性硬膜外血腫の１例

羽賀 大輔 1

黒木 貴夫 1

安藤 俊平 1

梶 幸子 2

蛭田 啓之 2

桝田 博之 3

周郷 延雄 3

長尾 建樹 1

1

東邦大学医学部 脳神経外科学講座（佐倉）

2

東邦大学医療センター佐倉病院 病院病理

3

東邦大学医学部 脳神経外科学講座（大森）

A case of encapsulated chronic epidural
hematoma
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An unusually prolonged course of traumatic encapsulated
epidural hematoma was reported.
A 44-year-old man had visited the local hospital with lt.
frontal skull fracture on the acute epidural hematoma
caused by falling down due to excessive alcohol intake.
The conservative observation had been taken because of
neither enough volume of the hematoma to do the surgical
intervention nor neurological deficit. He was admitted to
our hospital on 40th day after the injury with deteriorating
headache and dizziness. The CT scan showed slowly
developed lt. frontal epidural hematoma. Total extirpation
of the epidural hematoma enveloped by thick capsule was
performed on post-injury day 47. After surgery, his condition was fully recovered.
Histologically, the hematoma capsule was consisted of
fibrous and inflammatory tissues with hemosiderin deposit
and partial ossification, which findings might be similar to
traumatic chronic subdural hematoma.
The slowly progressed chromic epidural hematoma
should be kept in mind during conservative observation for
a thin epidural hematoma.
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全摘出し得た症例を経験したので，文献的考察を含

Ⅰ─────────────── はじめに ─

めて報告する。

一般に頭蓋内硬膜外血腫（以下，EDH）は外傷後急
性期に発症し，急性の経過をたどることで知られて

Ⅱ─────────────── 症

いるが，まれに慢性的な経過を呈する EDH（以下，

例 ─

慢性 EDH）も存在する。慢性 EDH は外傷性慢性硬

症

膜下血腫と同様に被膜を形成することが報告されて

家族歴，既往歴：特記すべきことなし。

いる。

現病歴：2010 年 4 月 7 日に旅行先で飲酒後に転倒

今回われわれは，受傷後 47 日目に開頭血腫除去術

例：44 歳，男性。

し右前頭部を受傷した。（本人の記憶なく詳細は不
明）

を施行し，厚い被膜と一部に骨化を伴った EDH を
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Fig.1 CT scan images (day 1).

Fig.2 Preoperative CT scan images (day 40).

A, B : CT scan showing the right frontal epidural hematoma
(EDH).
C, D: Bone window images showing right front-parietal fracture.

A, B: Right frontal EDH was enlarged and encircled by high
density layer.
C, D : 3D-CT image showing right front-parietal bone fracture.

Fig.3 Preoperative MR images.
T2 weighted image axial view (A), T1 weighted image sagittal view (B) and FLAIR
image coronal view (C) showing the high intensity right frontal EDH encircled by
hemosiderin layer without brain contusion.

翌 4 月 8 日に頭痛を認め，顔面の皮下血腫に気が

生化学検査；異常所見なし。凝固系検査；異常なし。

つ い た た め 旅 行 先 の 病 院 を 受 診 。頭 部 単 純 CT

神経放射線学的検査：当院初診時に施行した頭部

（Fig.1）において，右急性硬膜外血腫，右前頭骨骨折

単純 CT では，受傷直後の CT と比べて右前頭部硬

を認めたため入院となった。保存的加療にて症状の

膜外血腫の増大および血腫内部の CT 値の低下を認

軽減を認め，4 月 14 日に退院。飛行機で自宅に帰宅

めており，血腫の周囲には高吸収を示す層が確認さ

した。

れた（Fig.2-A, B）。頭蓋骨 3D CT では，右前頭部を

4 月 18 日に近医を受診し，その後は外来で定期的

縦走する線状骨折が認められた（Fig.2-C, D）。頭部単

に頭部 CT を行い経過観察されていたが，徐々に頭

純 MRI の T1，T2 強調画像および FLAIR 画像では

痛，めまい症状が悪化し，頭部 CT において血腫の

血腫はともに高信号を呈しており，T2 にて血腫周囲

増大傾向を認めたため，5 月 17 日（受傷 40 日目）に

にヘモジデリンの沈着と思われる低信号域を示す層

精査加療目的で当科へ紹介となった。

が確認された。明らかな脳浮腫および脳挫傷所見は

現

症：GCS 15，明らかな運動麻痺なし，感覚障

認められなかった（Fig.3-A, B, C）。
入院後経過：鎮痛剤の投与および点滴加療を行う

害なし。頭痛，体動時のめまい，浮動感あり。血液
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Fig.4 Intra operative view
A : Dissecting encapsulated hematoma from dura mater.
B : Cutting the encapsulated hematoma showing thick old
blood inside.

Fig.6 Histopathological photomicrographs are capsule
(A, B, C) and ossification (D) with hematoxylin and
eosin (HE) stain.
A: The upper part of this photograph is the inside (sinusoidal channel layer) and the lower part is the outside
(fibrous layer) of the capsule. It shows an organization of
the hematoma.
B: The outside of the capsule is composed of comparatively
dense fibrous tissue with mild inflammatory cells infiltration and deposition of the hemosiderin.
C : The inside of the capsule is granulation tissue that
composed of capillary, fibroblasts and inflammatory cells.
D : Ossification with osteobastic rimming and intertrabecular fibrovascular tissue are seen in the part of capsule.

Fig.5 Post operative CT scan images.
EDH was totally removed.

術後経過：術直後より頭痛，めまいなどの自覚症

も頭痛，めまい症状の改善を認めなかったため，5
月 24 日（受傷 47 日目）
に開頭血腫除去術を施行した。

状は改善を認め，頭部 CT では血腫の消失が認めら

手術所見：皮弁を翻転すると術前に確認された線

れた（Fig.5-A, B）。その後も明らかな神経症状の悪化

状骨折が認められた。骨折線を中心として血腫を囲

を認めずに経過し，6 月 4 日に後遺症なく独歩退院

むように大開頭を行うと，直下に厚い被膜で覆われ

となった。以後外来で定期的に CT，MRI を施行し

た血腫が存在していた。被膜の外側部には硬膜に付

経過観察しているが，明らかな血腫の再発は認めて

着するように一部石灰化した組織が存在していた。被

いない。

膜と骨側との癒着は軽度であったが，硬膜側とは比

病理学組織学的所見：血腫は厚い線維性の被膜で

較的強い癒着を認めていた（Fig.4-A）
。摘出中に被膜

覆われており，内腔には陳旧性の凝血を容れていた

の一部を損傷した際，内部から暗赤色の液状血腫の

（Fig.6-A）。被膜の外側部は種々の程度にヘモジデリ

流出を認めた。血腫は被膜ごと一塊として全摘出可

ンの沈着を伴う，比較的緻密な線維結合組織より成

能し得た。被膜の厚さは最大部位で約 4 mm であり，

り，軽度の炎症細胞浸潤を伴っていた（Fig.6-B）。内

内部には凝血の混在した液状血腫が存在していた

側部は血腫の器質化による血管新生像が目立ち，線

（Fig.4-B）。血腫摘出後に硬膜を観察したが明らかな

維芽細胞の増生や炎症細胞浸潤が認められた（Fig.6-

硬膜の損傷所見は認められず，中硬膜動脈の損傷も

C）。外側部には一部骨化した領域を認め，骨芽細胞

明らかではなかった。硬膜を切開し硬膜内を観察し

の rimming を伴った幼若な新生骨よりなる海綿骨が

たが，内側には明らかな血腫および被膜の形成は認

形成され，骨梁間には浮腫性の線維・血管組織の増

められなかった。止血後に開頭部周囲および中央部

生を伴っていた（Fig.6-D）。

に数ヵ所硬膜の tenting を行い閉頭した。
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Ⅲ─────────────── 考

硬膜外の mass として見つかった慢性 EDH の報告も

察 ─

ある 14）。

一般的に緊急性の高い病態として知られている

骨化および石灰化は慢性 EDH の 24.4％に伴うと

EDH であるが，時として慢性的な経過を辿ることが

されており 12），若年者に多く 6），全例硬膜側から起

ある 1,4,6,8,21）。

こるとの報告もある 9）。こういった骨化は，頭蓋硬

松本ら 12）が他の報告をまとめた結果によると，慢

膜の外層はもともと骨膜であり，頭蓋骨の形成にも

性 EDH の 41.4％が 20 歳以下の若年者でそのうち

関与していることからも説明できる。

90％以上が男性であり，症状としては頭痛，嘔吐な

本症例では，受傷翌日にはすでに比較的厚い血腫

ど進行性の頭蓋内圧亢進症状を呈するものが 54.5％

を伴っていたが，受傷 40 日目には血腫の増大を認

と多く，局所症状を呈したものは少ないとしている。

め，CT にて被膜も確認された。組織学的には被膜の

出血源に関しては，板間静脈および小動脈枝が破

内側に血腫の器質化とともに豊富な血管新生を認め

綻をきたして血腫を形成し，それがさらに emissary

ており（sinusoidal channel layer），外側部にはヘモジ

vein の出血を誘発するといった報告 13）や，21 例中 4

デリン沈着を伴う緻密な線維組織および炎症性組織

例が静脈性，5 例が中硬膜動脈であるとした報告 6）

を 認 め て い た （ fibrous layer）。他 の 報 告 と 同 様 に

がある。本症例では術中に明らかな出血源ははっき

CSDH 被膜に類似した構造を示していた。また一部

りしなかったが，高度の頭蓋骨骨折があり硬膜およ

被膜外側の硬膜付着部に石灰化を認めており，組織

び中硬膜動脈の損傷も認められなかったことから，板

学的に反応性の骨形成を認めていたことは過去の報

間静脈からの出血であった可能性が高いと考えられ

告に矛盾せず，今後時間が経過すれば被膜の骨化が

た。

進行していたものと推察される。

受傷から手術までの期間は 13 日

6）～16

年

18）と報

EDH を含め一般的な頭蓋内血腫は経過中に自然吸

告により異なり，そのうち 2 週間以内に行ったもの

収を認めるが，本症例のように EDH が慢性の経過

は 5％程度とされている。

を辿る原因としては，側頭部以外の部位 5），小児か

Pozzati ら 16），Sparacio ら 20）のように慢性 EDH

ら若年成人 20），出血量が少ない 21）などの要因で見過

においては被膜の形成を認めないとの報告もみられ

ごされる，などの報告がある。また Ford ら 3）はイヌ

るが，Rowbotham ら 17）が 1952 年に報告した以降，

で実験的に硬膜外血腫を作製し，慢性的な経過をと

EDH においても慢性硬膜下血腫（以下，CSDH）とよ

る可能性について，① テント上容積が 20％以下，②

く似た血腫被膜が形成される症例が報告されてお

側頭部以外の血腫，③ 血腫形成速度が遅い，④ 生体

り 1,4,6,8,11,15,21），松本ら 12）は慢性 EDH の 82.9％に被

側の代償能力が大きい，といった要因を挙げている。

膜を伴っていたとしている。

EDH が自然吸収される詳細な機序についての報告

中村ら 15）は 12 例の EDH の病理組織を検討し，4

はないが，松本ら 12）は，① 骨折部から頭蓋外へと血

日後から肉芽組織を認め，2 週間で sinusoidal channel

腫が流出し頭蓋外で吸収される，② 血腫被膜から吸

layer と fibrous layer とから成る CSDH の被膜とき

収される，③ 硬膜が裂けているために血腫が硬膜下

わめて類似した組織所見を呈することを指摘して

へ流出し吸収される，といった可能性を挙げている。

11）は血腫生成と同時に旺盛な炎症性肉

本症例では受傷時の CT で右前頭部に約 1.5 cm の

芽性反応が硬膜側から起こり，約 3 週間から 1 ヵ月

やや厚い EDH および前頭骨骨折があり，上記の要

で次第に CSDH とよく似た血腫形成が認められると

因に当てはまらない部分も多いが，右前頭部という

し，この肉芽性反応は硬膜特有のものと考えられて

神経症状をきたしづらい部位であり，比較的大きな

いる。

血腫であったため被膜および血腫の生成が血腫の吸

おり，益澤ら

収を上回ったことで慢性的な経過をとったと考えら

また慢性 EDH は時間的経過を経て石灰化あるい
は骨化を認めることが知られており 7,10,19,22），小児例

れた。

ではあるが受傷 4 週後より骨化を認めた報告 9）や，中

外傷初期には CT で異常を認めない例でも後に血腫

には受傷後 40 年を経過してから無症候性の骨化した

の増大および被膜，化骨形成を認める例もあるが 2,9），
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1970 年代よりも過去の報告では CT が現在のように
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れ，受傷後急性期に種々の程度の血腫を伴っていた
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小児多発外傷・びまん性脳損傷に対する Multiple trauma and diffuse brain injury after
traffic trauma of a girl: a case report
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A 14-year-old girl, who experienced a traffic injury and
became comatose, was transferred to our hospital. Emergent
operations, external decompressive craniectomy, and manual
reposition of rotatory atlanto-axial dislocation were performed
under general anesthesia. She recovered from a disturbed
consciousness state after operative and medical treatments in
our ward. However memory disturbance and spastic gait
disturbance persisted even 2 months after the injury.
The most important point of discussion in this case is the
decision to perform external decompression for diffuse brain
injuries without measurement of intracranial cerebral pressure (ICP). In general, continuous ICP measurement is essential for deciding whether to perform external decompression
or conservative therapy. Some studies have shown that external decompression later leads to ventricular enlargement.
In daily clinical practice, many patients experiencing traffic
accidents are transferred to emergency hospitals to have all
equipment, e.g., ICP measurement equipment, required to
deal with the extreme cases. However, it is very difficult for
peripheral hospitals to be ready for all the extremities, like
ICP measurement equipment. Herein, we report our experiences and difficulties in such a case.
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件，小児頭部外傷診療件数は年間約 80 件であり，小

Ⅰ─────────────── はじめに ─

児重症多発外傷の症例はほとんどない。

当院は 2 次救急輪番制の救急体制を担う市中自治

今回，我々は医療過疎地域での 2 次救急病院での

体病院であるが山間部にあり近隣に救急救命セン

小児の交通外傷による重症頭部外傷・多発外傷の症例

ターはないため，1 次～3 次救急疾患症例を受け入れ

を経験し，ICP モニタリングが実施困難な場合に予

ているのが現状である。当院の年間救急車収容台数

防的な外減圧術が有効であったと考えられたため考

は年間約 2300 件，脳神経外科手術件数は年間約 100

察とともに報告する。
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Fig.1 Head computed tomography (CT) of preoperative and postoperative state.
A :Preoperative head computed tomography (CT) showed small contusional hematoma in
left basal ganglia region and intraventricular hematoma.
B :Preoperative head CT showed traumatic subarachnoid hemorrhage and hematoma in
basal cistern without mass lesion.
C :Postoperative head CT showed no new lesion compared as the previous study.
D :Preoperative head CT of parietal region showed slightly disappearance of cerebral sulcus.
E :Postoperative head CT of parietal region showed cerebral sulcus clearly.

Ⅱ─────────────── 症

呼吸音，心音に異常を認めなかった。腹部は平坦，

例 ─

軟で明らかな圧痛所見は認めなかった。左側頭部，

年齢・性別：14 歳，女性

鎖骨部に皮下血腫，挫創を認めた。

既往歴・家族歴：既往歴，家族歴はなし

The Abbreviated Injury Scale 1990 Revision Update

現病歴：平日の午前 8 時頃に通学時に自転車で坂

98（AIS 90 Update 98）による損傷内容（最大 AIS を

道を下る途中で自家用車に接触し，そのまま自転車

示す Injury Severity Score（ISS）での各部位に対応す

ごと道路の側溝に転落し受傷。左側頭部，左半身を

る損傷を記載した）

強打し，受傷直後から意識障害（意識レベル JCS 100

ISS での部位

以上）を呈したため救急当番であった当院へ Load &

頭頚部

Go として救急搬送された。受傷から来院まで約 30
分であった。

損傷
最大 AIS
（AIS コード）
びまん性軸索損傷
（140628.5）

5

頚椎脱臼
2
（650204.2）
（骨折，頚髄挫傷，裂傷を伴わない）

脊椎

来院時身体所見：
意識状態；JCS Ⅲ-200，GCS E1V1M2

上肢

瞳孔所見；瞳孔不同（左 5.0 mm／右 3.0 mm），両
側直接・間接対光反射遅延を認めた。

鎖骨骨折
（752200.2）

2

AIS2
25
4

4

ISS = 各部位における AIS2 = 25 + 4 + 4 = 33
Revised Trauma Score（RTS）= 0.9368 ×（GCS コード）
+ 0.7326 ×（収縮期血圧コード）+ 0.2908 ×（呼吸数コー
ド）= 0.9368 × 1 + 0.7326 × 4 + 0.2908 × 4 = 5.0304 で

救急隊により酸素マスク投与され，呼吸数は 20
回／分であり，呼吸様式は正常で SpO2 は 98％，脈拍
は 100／分，血圧は 120 ⁄ 70 mmHg であった。聴診上，

あった。
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Fig.2 Image findings of preoperative and postoperative traumatic lesions other than
head.
A, B, C : Cervical spinal CT showed rotatory atlanto-axial dislocation.
D : Chest X-ray picture showed left clavicle fracture (arrow).
E : Pelvis CT showed displacement of the sacroiliac joint (arrow).
F : Postoperative cervical spinal CT showed the state of reposition of rotatory atlanto-axial
dislocation.

来 院 時 検 査 所 見 ： 白血球数 20690 ⁄µl，血色素量

14.4 g/dl，血小板数 33.2 ×

104

より清潔な状況下で行う方が術後の感染を予防でき

⁄µl，PT-INR 1.17，Na

有利と考え，開頭下で行う方針とした。また当時，

139 mEq/l，K 3.5 mEq/l，Cl 103 mEq/l，CPK 405

当院では ICP センサーが使用不可能な状況であった

U/l，AST 69 U/l，ALT 40 U/l

ため，瞳孔不同，意識障害が脳圧亢進による脳ヘル

来院時画像所見：頭部 CT では mass lesion を伴う

ニア徴候によるものか，外傷性動眼神経麻痺，びま

血腫は認めないものの左大脳基底核に gliding contu-

ん性脳損傷によるものかの鑑別が困難であったが，脳

sion と考えられる挫傷性小出血，脳室内血腫，外傷

ヘルニア徴候によるものであれば救命のためには緊

性くも膜下出血を認めた（Fig.1-A, B, D）
。頚椎 CT

急減圧開頭術を行わなければならないと考え，家人

では環軸椎回旋性脱臼を認め（Fig.2-A, B, C），その

への十分な説明を行った後に全身麻酔下で手術加療

他に全身の画像検査で左鎖骨骨折，右仙腸関節離開

を行った。
全身麻酔下で 3 点ピン固定を行い，頭部を正中位

を認めた（Fig.2-D, E）
。
診断：重症頭部外傷（急性硬膜下血腫，脳挫傷，外

に徒手整復すると脱臼整復され，画像検査にて整復

傷性くも膜下出血）
，外傷性環軸椎回旋性脱臼，左鎖

を確認した後に，両側減圧開頭術を行った。術中所

骨骨折，外傷性右仙腸関節脱臼

見では，開頭，硬膜切開後に両側とも急性脳腫脹が

治療・経過：呼吸状態は来院時より安定していた

認められた。（脳室穿刺困難も予想されたため，超音

が，昏睡状態で頚椎損傷を認めるため気管支鏡下で

波エコーガイド下での穿刺も考慮したが）左側より脳

気管挿管を行った。

室穿刺を行うことができたため，脳室ドレナージ

画像所見上，脳室狭小化の状況であり脳室穿刺に

チューブを留置し脳脊髄液の排出を行った。脳室ド

よる脳圧測定は救急外来で行うよりは手術室内での

レナージチューブで測定した脳圧は 20 cmH2O であ
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Fig.3 Image findings of subacute state of injury.
A : Postoperative head CT showed the state of ventriculoperitoneal shunt.
B, C : Brain MRI a month after injury showed ventricular enlargement and small contusion
without no new lesion compared as the previous studies.
D, E : Cervical spine MRI after two months after injury showed no apparent findings of
spinal cord injury.
F : Brain magnetic resonance imaging (MRI) two weeks after injury showed high intensity
lesion in corpus callosum.

り，排液中に血液を認めなかった。左硬膜下には薄

は脳梁損傷の所見を認め，意識障害遷延の原因と考

い硬膜下血腫を認め，脳表血管からの oozing を認め

えられた（Fig.3-F）。
受傷 4 週後の時点で簡単な指示動作は可能となり，

止血した。開頭部位で確認できる明らかな脳挫傷は
認めなかった。脳室ドレナージからの排液は 20 ml

経口摂取も安定化した。病状が安定化したため，頭

程度であったが，術中に mannitol 点滴を行い，脳脊

蓋形成術を施行した。

髄圧は 14 cmH2O 程度まで低下したため硬膜形成を

受傷 6 週後の頭部 CT，MRI では脳室拡大を認め，

伴う両側外減圧術とし，脳室ドレナージ留置は行わ

MRI にて脳室周囲高信号域を認めた。脳室拡大が外

なかった。

傷後脳萎縮によるものか，外傷性水頭症によるもの

術後の頭部 CT では両側外減圧術後で新たな出血

かを鑑別する目的でタップテスト（腰椎穿刺で髄液を

性病変は認めなかった（Fig.1-C, E）
。頚椎 CT では環

30 ml 排出）を施行し，歩行障害，尿失禁については

軸椎脱臼は整復されているのが確認できた（Fig.2-F）。

変化を認めなかったが，応答反応が良好化したため

術後，左瞳孔所見は変化しなかったが，右瞳孔の

脳室腹腔短絡術を施行した（Fig.3-A）。その後，シャ

対光反射は改善した。ミタゾラム 0.60 mg/kg の静脈

ント感染をきたしたため抜去したが，画像所見上は

投与による鎮静と体温管理を中心とした保存的加療

脳室拡大の悪化を認めず，知能回復，運動機能回復

を行った。術後の保存的加療で徐々に反応性が良好

には明らかな障害をきたさなかったためシャント再

化し意識状態の改善を認めた。左瞳孔異常の原因は

建術は施行しなかった（Fig.3-B, C）。また頚椎 MRI

画像所見では明らかではなかったが外傷性動眼神経

では環軸椎回旋性脱臼整復後ではあったが頚髄損傷

麻痺が疑われた。受傷後 2 週間は中心静脈栄養を行

は認めなかった（Fig.3-D, E）。
受傷後，約 2 ヵ月で回復期リハビリ加療目的にリ

い，その後は経鼻経管栄養へと移行した。脳 MRI で

71
神経外傷 Vol.35 2012

Table

ハビリ専門病院へ転院となり，その後自宅退院し養

受けた医師が搬送される患者の予想される病態に合

護学級へ通学できるまで回復した。

わせて必要な準備を行い，搬送後には実際の病態に
合わせて必要な専門家への協力を依頼する必要があ

Ⅲ─────────────── 考

るが，救急隊からの Load & Go の要請を受けた時点

察 ─

で外科，整形外科，麻酔科医師に事前に連絡を取り，

2 次救急告知病院においても交通外傷患者の加療

患者搬入時には麻酔科医師による気管支鏡下での挿

は一般的に行われるが，小児重症頭部外傷を伴う多

管，外科医師による FAST 検索など各科専門医によ

発外傷の加療を行う症例は当院では初めてであった。

る適切な処置で全身状態の安定化を図った上で必要

提示した症例は，Trauma and Injury Severity Score

な全身検索を行うことができた。

（TRISS）による予測生存率（probability of survival;

頭部 CT では左基底核脳挫傷，左急性硬膜下血腫，

Ps）は，National Trauma Data Bank（NTDB）のデー

外傷性くも膜下出血を認めたが，左動眼神経麻痺，

タを基に次のように算出される。Ps = 1 ⁄ 1 + e–b＝

意識障害の原因が外傷性びまん性脳損傷に伴う脳圧

0.809（b = 0.0350 + 0.8142 ×（RTS）– 0.0814 ×（ISS）–

亢進による脳ヘルニア徴候によるものか，脳圧亢進

1.9632 ×（年齢スコアー）= 0.0350 + 0.8142 × 5.0304 –

は伴わないが古典的なびまん性軸索損傷，外傷性動

0.0814 × 33 – 1.9632 × 0 = 1.4445516）であり約 8 割

眼神経麻痺によるものかの鑑別が困難であった。日

の生存率が見込まれたが，ISS＞ 15 であるため小児

本神経外傷学会による重症頭部外傷治療・管理のガイ

重症多発外傷と考えられ，多くは救急救命センター

ドラインでは GCS スコアー 8 以下では脳圧（ICP）測

を有し小児集中治療の症例数が多い施設での加療が

定が推奨されている 2）が，当院には ICP センサー装

有利と考えられる。

置がなかったため持続 ICP モニタリングは困難で

しかし本症例では，患者は救急隊到着時に既に昏

あった。外傷性環軸椎回旋性脱臼に関しては整復が

睡状態であり瞳孔不同も認められる状態であったた

必要であったため，① 緊急で頚椎脱臼整復と両側開

め近隣に救急救命センターが無い当該地区のような

頭減圧術を施行する方法，② 緊急で脱臼整復を行い

場合には迅速に救急搬送を受け入れる準備が必要で

軽度低体温療法もしくはバルビツレート療法を施行

あった。患者来院時には外傷初期診療ガイドライン

する方法，③ 緊急で環軸椎脱臼整復を行い脳損傷に

（JATEC）に基づいた初期診療を行った 1）。救命救急

ついては慎重に経過をみる方法を考えたが，脳圧亢

センターを併設していない施設では救急搬送依頼を

進による脳ヘルニア徴候であれば手術による減圧が
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最良と考え，家族と相談し手術を行った。術中の脳

感染のためシャントを抜去し，歩行，認知障害につ

室穿刺での脳圧測定では 20 cmH2O と高値であった

いて頭部 CT での画像所見とともに経過観察を行っ

ため，最終的に硬膜形成を伴う両側外減圧術とした。

たが，最終的にはシャント不要の状態で安定化して

過去の報告では，重症びまん性外傷性脳損傷によ

いるためシャント再建は行っていない。タップテス

る頭蓋内圧亢進で治療抵抗性の成人患者において，早

トの応答反応の改善のみでは外傷性水頭症と診断す

期の両側前頭側頭頭頂骨減圧開頭術により頭蓋内圧

るのは困難で造影剤注入による髄液循環の評価も必

が低下し集中治療室への在室期間が短縮したが転帰

要であった可能性がある。

が不良との報告がある

本症例では経過より脳室拡大の原因は外傷後脳萎

3）
。一方で，減圧開頭術は有

意に ICP を下げ 6 ヵ月後の転帰を改善する報告

縮による状態であり，リハビリ専門病院転院時（受傷

4,5）
，

成人例と比較して小児では減圧開頭術が転帰良好と

後 3 ヵ月時点）では脳室拡大の進行は停止したと考え

GCS 5 以下の症例に対

られた。重症頭部外傷後の外傷性脳室拡大の管理に

してまず低体温療法を行い，その後も頭蓋内圧亢進

ついては議論がある 7）。外傷後脳萎縮により外傷後

が改善しない場合や復温後の頭蓋内圧亢進に対して

脳室拡大をきたしているのか，脳脊髄液吸収障害に

は段階的な両側減圧開頭術を追加することで転帰改

よる外傷後水頭症を鑑別することが困難なためであ

善を認めた報告もある 5）。重症頭部外傷治療・管理

る。また外傷後水頭症の発生は比較的多いが脳室腹

のガイドラインでは，CT でのびまん性脳腫脹の所

腔短絡術が実際に必要となるのは 1～4％との報告が

見，受傷 48 時間以内，術前の ICP が 40 mmHg 未満，

あり，脳室腹腔短絡術の効果判定も困難であること

GCS スコアー 3 ではない，二次的な症状の悪化，脳

から現在では積極的には手術が推奨されない 7）との

ヘルニア症状の出現がある場合には減圧開頭術の適

報告もある。また，外傷性水頭症の発生機序につい

応と記載されている

6）
。本症例では，瞳孔不同，意

ては頭蓋内圧変化による髄液動態変化，手術による

識障害の症状が脳ヘルニア徴候の疑いがあると判断

異物障害によるくも膜顆粒の物理的閉塞，炎症など

し，術中に脳室穿刺にて脳圧が高いため両側外減圧

が報告されている 9,10,11,12）。本症例のように頭蓋形成

とした。低体温療法やバルビツレート療法はガイド

術後でも脳室拡大でのタップテストでのシャント術

ライン上ではオプションであり，小児症例での全身

の適応評価が困難となる場合もあるが，外減圧術後

状態悪化の危険性を考慮し施行しなかったが，外傷

で全身状態，神経学的に安定化すれば外傷後脳室拡

後高体温は全身冷却にて予防した。現在は当科でも

大の進行悪化予防のためにも早期の頭蓋形成術が必

ICP モニタリング装置が導入されたため ICP 評価下

要であると考えられる。

関連する報告

4）がある。また

重症多発外傷，特に小児外傷の症例は当院では極

での治療選択が可能となったため，今後は ICP 値も
参考にして治療検討を行う必要があると考えている。

めて少なく，本症例の経験は今後の当院の外傷診療

外傷に対する外減圧術により脳脊髄液の髄液動態

の参考になると考えられた。本症例では，各科専門

が変化して脳室拡大を促進することがあり，この場

医による適切な初期治療，その後の緊急両側外減圧

合には早期の頭蓋形成術を行い正常な頭蓋内圧での

術により救命と復学までの回復を果たせることがで

髄液循環を回復させると脳室拡大が改善するとされ

きたが，特に ICP モニタリングの必要性，緊急外減

7,8）
。外減圧術後の脳室拡大，水頭症の発生も考え

圧術の適応，外減圧術後の脳室拡大の病態把握など

る

の課題については検討が必要であると考えられた。

られるため，その点でも外減圧術の適応は慎重に考
慮する必要がある。本症例では頭蓋形成術後の経過
観察目的に施行した頭部 CT にて外傷後脳萎縮と脳

Ⅳ─────────────── おわりに ─

室拡大を認めた。脳室拡大は外傷後水頭症の可能性
もあり，タップテストにて歩行，認知障害の改善の

2 次救急医療を担う地方自治体病院でも，3 次救急

有無を評価し，応答の改善を認め，家族の強い希望

救命センターでの治療が対象となるような多発外傷

もあり外傷性水頭症での神経症状悪化の防止を目的

の患者の治療をやむを得ず緊急で行わなければなら

として脳室腹腔短絡術を行った。しかし，シャント

ない症例が時に発生する。びまん性脳損傷はガイド
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅲ─────────────── 結

日本は長寿国であり，高齢化社会となっている。

果 ─

対象期間中に当科に初診で来院した外傷症例は

慢性硬膜下血腫に関しては，高齢者に多い特徴があ

717 例 で ，こ の う ち 顔 面 ・頭 部 外 傷 例 は 215 例 で

るため，超高齢者に関する検討報告は存在するもの

あった。このうち 80 歳以上の症例は 45 例であり，

の頭部外傷の疫学に関して検討を行った報告は本邦

これを対象とした。年齢は 80 〜 97 歳で平均 87 歳で

では渉猟しえた範囲ではなかった 3）。順天堂大学医

あった。男女比は男性 19 例，女性 26 例と女性の頻

学部附属順天堂医院は 1, 2 次救急を主体とした高齢

度が若干高かった。受傷機転に関しては，転倒が 43

者も含めた急患の収容を行っている。そこで当院で

例と圧倒的に多く，残る 2 例（非転倒）は自転車同士

の高齢者，特に 80 歳以上の超高齢者に限った症例の

の接触 1 例，歩行中の車両との接触 1 例であった。

検討を行うこととした。

来院時 Glasgow Coma Scale に関しては，43 例が 15
点のフルスコアで 2 例が 14 点であった。既往歴に関

Ⅱ─────────────── 方

しては，非転倒例では特記すべきものがなかったが，

法 ─

転倒例では 39 例に何らかの診療対象となっている疾

2010 年 10 月より 2011 年 9 月までの間で，当科で

患を保有していた。延べ数で頻度の高い 5 疾患は高

初期診療を行った 80 歳以上の顔面・頭部外傷の症例

血圧 18 例，糖尿病 9 例，癌 6 例，脳梗塞 4 例，パー

を対象とした。対象の年齢，性別，受傷機転，既往

キンソン病 4 例であった。また，抗血小板凝集抑制

歴，処方内容で抗血小板凝集抑制剤や抗凝固療法の

剤内服例が 9 例，ワーファリン内服例が 1 例存在し

有無，来院時 Glasgow Coma Scale，頭部 CT 結果の

た。頭部 CT は 43 例で撮影され，頭蓋・顔面骨骨折

有無，転帰に関して検討を行った。

7 例，頭蓋内出血 3 例であった。4 例が他部位の骨折
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Table 1 The mechanism regarding falls among extremely elderly people (n=43)

Estimated main cause of fall
Declineinphysicalfunction
withoutanywalkingassistancedevice

whileusingawalkingassistancedevice

Existenceofbarrier

Mechanism of fall

Noparticularfactorduringwalking
Losingbalancewhenchangingposture
Drinkingmotion
Sittingmotion
Losingbalanceduetowind
Trippedoverthedevice
Lostbalance

Number

20

Goingupordownstairs
Whengoingtothetoilet
Whengettingupfrombed
Stumblingoveracarpet
Stumblingoverthehouseentrance

2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2

Externalforce

Whenatrainstartstomove
Fallingdownonanescalator

Troubleswiththeassistancedevice

Brakingahandrail

1

Drugs

Afterdrinkingalcohol

1

Endogenousdisease

Fallingdownaftersyncope

2

1

1

Unknowncause

（肋骨，肩甲骨，頚椎，大腿骨）を合併していた。転

Ⅳ─────────────── 考

帰は全員生存した。
受傷機転では転倒例が 45 例中 43 例と圧倒的に多

察 ─

今回の検討では，当院での超高齢者の顔面・頭部

数であったため，転倒の詳細な状況を追加検討した。

外傷の特徴は女性に多く，転倒受傷例が多かった。

その結果を Table 1 に示す。単純な身体機能低下に

近年の報告では，高齢者の転倒による頭部外傷例

よる転倒が 27 例であり，バリア存在による 6 例の転

は増加していることが報告されている。これは単に

倒より多数を占めていた。単純な身体機能の低下に

高齢者比率が人口の中で増えたことだけでなく，増

よる転倒の中には歩行器使用中やシルバーカーでの

加比率を加味して是正して検討しても高齢者の転

歩行中の転倒症例も 1 例ずつ存在した。43 例の転倒

倒は増加している

症例のうち，8 例が診療録上，過去に転倒歴を保有

リーなどの生活環境の改善により，高齢者の屋外で

していた。

の活動機会が増加し，転倒機会を増加させたことが

4）。この理由として，バリアフ

転帰は，脳挫傷・急性硬膜下血腫で保存的治療を

原因と考えられている 2）。慢性硬膜下血腫に限った

選択された 1 例のみが，受傷 3 ヵ月後 severe disabili-

検討でも超高齢者の受傷原因は転倒が一番多いと報

ty であり，受傷前と比較し日常生活動作が低下した。

告されている 3）。高齢者で転倒しやすい理由として，

その症例以外は，軽症例が対象の多数を占めていた

内因性疾患の合併，神経，筋肉の機能低下による運

ため，受傷前と比較し日常生活動作が低下したもの

動機能の低下，薬剤服用による身体機能の低下が考

はいなかった。

えられている 1）。転倒の危険度を評価する方法は
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様々なものがあるが 5），Heindrich II Fall Risk Model

Ⅴ─────────────── おわりに ─

では，覚醒度，見当識の有無，うつ病の有無，向精
神薬や睡眠薬の服用，椅子からの起立動作の能力を

当院に搬送された超高齢者による顔面・頭部外傷の

評価し，転倒の危険度を評価している。本検討では，

特徴は，性別は女性に，受傷機転は転倒が多く，転倒

Heindrich II Fall Risk Model で評価される項目のう

理由としては身体能力低下による単純な転倒症例が多

ち，椅子からの起立動作以外の項目に該当する症例

かった。

は少なく，屋外での歩行中に転倒していることが多
いため，超高齢者の屋外での活動機会の増加が転倒
文

が受傷機転として多い原因として考えやすかった。高

献

1） Kannus P, Parkkari J, Koskinen S, et al: Fall-induced injuries
and deaths among older adults. JAMA 281: 1895-1899, 1999.

齢者の外傷が女性に多いのは，高齢者における女性
比率の多いことがその理由として考えられている。

2） Kim EA, Mordiffi SZ, Bee WH, et al: Evaluation of three
fall-risk assessment tools in an acute care setting. J Adv Nurs
60: 427-435, 2007.

高齢者でも転倒防止のための予防策として，筋力
維持やバランス感覚を維持するための練習も効果的

3） 大場さとみ, 塩見直人, 重森稔：超高齢者慢性硬膜下血腫
の臨床的特徴と治療成績 . Neurological Surgery 34: 273278, 2006.

であり，かつ，生活環境で転倒しやすい要因の是正，
たとえば障害物の排除やバリアフリー化も重要と考

4） Hartholt KA, van Beeck EF, Polinder S, et al: Societal consequences of falls in the older population: injuries, healthcare
costs, and long-term reduced quality of life. J Trauma 71: 748753, 2011.

えられている 1）。本検討では超高齢者による頭部外
傷の受傷機転は身体能力低下による単純な転倒症例
が多い。転倒による頭部外傷の予防策として，バリ

5） Scott V, Votova K, Scanlan A, et al: Multifactorial and functional mobility assessment tools for fall risk among older adults
in community, home-support, long-term and acute care
settings. Age Ageing 36: 130-139, 2007.

アフリーな社会の実現と共に，歩行やバランス感覚
を維持するためのトレーニングを超高齢者向けにも
開発する必要があるのかもしれない。

■ 柳川 洋一
（順天堂大学医学部附属 順天堂医院 救急科）
〒 113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1
TEL: 03-3813-3111 / FAX: 03-3814-5431
E-mail: yyanaga@juntendo.ac.jp
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そこで脳室内出血後に引き続く ion-overload 環境が

Ⅰ─────────────── はじめに ─

神経細胞傷害を引き起こすのか検討するため，本研

脳室内に血腫が形成されると，脳脊髄液の流れが

究ではラット鉄イオン脳室内持続投与モデルを新た

妨げられ，非交通性水頭症が引き起こされる。この

に開発し，その神経損傷が酸化ストレスにより引き

水頭症を改善する目的で持続脳室ドレナージ術が広

起こされているか DNA 酸化障害マーカーを用いて

く臨床応用され予後の改善に寄与している。現状に

検討した。

おいては脳室内出血の治療は水頭症に対する治療が
主体である。一方，脳室内出血により形成された血

Ⅱ─────────────── 方

腫に注目すると，脳室内の血腫は時間をかけて分解
吸収される。この過程で血腫内のヘモグロビンから

〔 1 〕ラット鉄イオン脳室内持続投与モデルの開発

は大量に毒性の強い二価鉄イオン（Fe（II））が遊離す

雄 性 Wistar rat を isoflurane 麻 酔 下 に Iron（ II）

る。高脂質環境である脳内に大量の鉄イオンが存在

chloride tetrahydrate（50 mmol/l）を充填した Durect

すると，Fenton 型反応を介した活性酸素種が発生
し，細胞膜損傷を起こすことが報告されている

法 ─

社製の Alzet® osmotic pump（infusion rate; 0.5 µl/hr）

5）
。

脳室内出血においても，この細胞障害の機序が影響

の注入針を側脳室まで刺入して，鉄イオン脳室内持

を及ぼしていることが想定されるが，その病態につ

続投与モデルを作成し，鉄投与群とした（n=6）。

pump 内に溶液を充填しないで pump system を設

いては十分な研究がなされていないのが現状である。
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置した sham operation 群（n=3）とし，生理食塩水を
充填させた pump system を設置したものを control
群（n=5）として比較検討した。鉄イオン投与量は過去
に報告された自家血脳室内投与実験を参考に，今回
の鉄イオン投与量は，5 mmol/l FeCl2・4H2O（MW =

198.81 g）溶液を 168 µl ⁄ 14 days（infusion rate; 0.50 µl,
0.04696 mg of iron contain in 168 µl medium）の 投 与
スピードで 14 日間投与することにした。鉄イオン溶
液を注入中に頭蓋内圧を上昇させることのないよう，
非 常 に 微 量 な infusion rate の osmotic pump を 選 択
し，鉄イオン溶液の濃度を調整した。

Fig.1 Photomicrograph of Perls' iron staining with
nuclear fast red staining at 14 days after surgery in the
FeCl2 group.

〔 2 〕組織学的検討

Note that iron deposition is detected in pyramidal cell layer
in the hippocampal CA1 region.

3 日後に 4％ paraformaldehyde で灌流固定後，酸
化ストレスによる傷害を受けた細胞の同定のために，

8-Hydroxydeoxyguanosine
（8-OHdG, Oxis International

Inc）に対する免疫組織化学染色を行った。8-OHdG
は高い毒性を持つ活性酸素の hydroxyradical
（・OH）
と

認めた。投与側の海馬では神経細胞脱落が認められ

guanine が反応すると 8-oxo-guanine が生じることか

た CA1 領域の錐体細胞層に一致してするように，一

ら，これを検出して DNA 酸化障害のマーカーとし

列に鉄沈着が認められた（Fig.1）。

て利用されている。また，14 日後に灌流固定を行

〔 3 〕酸化ストレスマーカー

い，脳室周囲に位置する海馬での神経細胞脱落を

Cresyl violet 染色で観察した。海馬を含む脳室周囲

sham operation 群と control 群では投与側および反

への鉄沈着の観察は prussian blue 染色（鉄染色）を用

対側の海馬や他の部位で 8-OHdG 陽性細胞は認めな

いて行った。

かった。これに対して鉄投与群では，術後 14 日の

Cresyl violet 染色で神経細胞脱落が認められた同側

Ⅲ─────────────── 結

海馬 CA1 の錐体細胞に陽性細胞が認められた。神経

果 ─

細胞脱落が顕在化する前の鉄イオン投与 3 日目で酸
化ストレスによる細胞傷害が確認できた。

〔 1 〕海馬神経細胞脱落と上衣細胞脱落

Cresyl violet 染色を観察すると sham operation 群

Ⅳ─────────────── 考

と control 群では術後 14 日目において，両側の海馬

察 ─

鉄イオンは hydrogen peroxide
（H2O2）
と superoxide

および歯状核での神経細胞の脱落は認められないの
に対して，鉄投与群では海馬 CA1 領域において著明

（O2−）
から Fenton 反応を介して hydroxyl radical
（・OH）

に錐体細胞の脱落を認めた。この神経細胞の脱落は

を 誘 導 し ，細 胞 膜 や ミ ト コ ン ド リ ア 膜 の lipid per-

鉄溶液注入側の海馬 CA1 領域のみに引き起こされて

oxidation や DNA 酸化障害を惹起する。中枢神経系

おり，同側の CA2 および CA3 領域には錐体細胞の

は全酸素消費量の 20％を消費しており，さらに多価

脱落は認められなかった。また，特に海馬周辺にお

不飽和脂肪酸を多く含有していることから酸化スト

いて上衣細胞の脱落が著しく認められた。

レスを受けやすい特徴を持った臓器である。これま
でに脳内での鉄代謝異常による Parkinson 病，多発

〔 2 〕鉄沈着

性硬化症，Alzheimer 病，Amyotrophic lateral sclerosis

鉄投与群では投与側の側脳室壁に広く鉄の沈着を

などの発症機序への関与が報告されている。近年，
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脳血管障害においても鉄イオンの関与した二次性神

現したと報告している 3）。今後我々が行った鉄イオ

経損傷が注目されている 4）。

ン 脳 室 内 持 続 投 与 モ デ ル に お い て も ， ferritin と

transferrin 発現の推移について，さらに詳細な検討

Nakamura らは自家血を線条体に注入したラット
脳内出血モデルを用いて，出血後に形成された血腫

が必要である。

が分解されて，崩壊した hemoglobin から大量に遊
離される二価鉄イオン（Fe（II）
）が脳浮腫を増強させる

Ⅴ─────────────── おわりに ─

ことを報告した 4）。勿論，血液成分には鉄イオンの
他にも，血管外漏出により神経細胞障害を惹起する

鉄イオンの脳室内投与モデルで海馬 CA1 領域での

hemoglobin や thrombin が存在しており，遊離した

神経細胞脱落が認められた。その発生機序として

鉄イオンの影響のみを観察するのは困難である。そ

oxygen free radicals の関与が明らかになった。さら

こで Hironishi らは ferrous chloride（FeCl2）を線条体

に研究を進めることにより，脳室内出血後の血腫か

に注入することで鉄イオン単独の神経毒性を検討し

ら遊離する鉄イオンが引き起こす脳損傷の病態がさ

ており，線条体のラット脳内出血モデルと同様に神

らに解明され，新たな治療に結びつくことが期待さ

経細胞の脱落が観察されることを示した 2）。

れる。

脳室内出血が発生すると大量の赤血球が脳室内に
流入して血腫が形成され，その後の hemoglobin の

文

崩壊により容易に Fe（II）過剰状態に陥るものと考え

献

1） Fukumizu M, Takashima S, Becker LE: Glial reaction in periventricular areas of the brainstem in fetal and neonatal posthemorrhagic hydrocephalus and congenital hydrocephalus.
Brain Dev 18: 40-45, 1996.

られる。また脳室内出血は上衣細胞の脱落を引き起
こすことから 1），脳室内に形成された血腫から放出
された Fe
（II）
の脳室周囲組織への移行が加速されると

2） Hironishi M, Ueyama E, Senba E: Systematic expression of
immediate early genes and intensive astrocyte activation
induced by intrastriatal ferrous iron injection. Brain Res 828:
145-153, 1999.

考えられる。
我々が作成した鉄イオン脳室内持続投与モデルを
用 い た 研 究 で は ， FeCl2 溶 液 を 投 与 し た 側 の 海 馬

3） Kondo Y, Ogawa N, Asanuma M, et al: Regional differences
in late-onset iron deposition, ferritin, transferrin, astrocyte
proliferation, and microglial activation after transient forebrain
ischemia in rat brain. J Cereb Blood Flow Metab 15: 216-226,
1995.

CA1 領域において，神経細胞の脱落と脱落した細胞
層に一致した鉄沈着が認められ，さらに 8-OHdG の
陽性細胞が認められたことから，この神経細胞脱落
の 機 序 は iron-induced oxidative neuronal damage で

4） Nakamura T, Keep RF, Hua Y, et al: Deferoxamine-induced
attenuation of brain edema and neurological deficits in a rat
model of intracerebral hemorrhage. J Neurosurg 100: 672678, 2004.

あることが明らかである。
これまでにラット脳内出血モデルでは iron-induced

oxidative neuronal damage に 対 し て minocycline や

5） Yokoi I, Toma J, Liu J, et al: Adenosines scavenged hydroxyl
radicals and prevented posttraumatic epilepsy. Free Radic Biol
Med 19: 473-479, 1995.

deferoxamine の神経保護効果が報告されており，今
後本モデルにおいても，その効果が期待される。
本研究で示された鉄過剰状態に対する脆弱性の部
位特異性の意味は明らかではない。Kondo らはラッ

■ 福島 匡道
（日本大学医学部 脳神経外科学系 神経外科分野）

ト一過性前脳虚血モデルで虚血の慢性期において，海

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

馬 CA1 領域の錐体細胞層や大脳皮質の第 3～ 5 層へ
の鉄の沈着が確認され，transferrin receptor が多く発
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呈し高度の意識障害が持続するものを一次性脳幹損

Ⅰ─────────────── はじめに ─

傷とし，意識清明期を有するが AEDH 増大とともに

一般に時機を逸せず手術を施行すれば単独急性硬

血腫側の麻痺と意識障害が進行し，反対側のテント

膜外血腫（acute epidural hematoma; AEDH）の転帰

切痕に接した中脳に病変を認めるものを Kernohan's

は良好である 1）。しかし，現実には頭蓋内外の合併

notch とした。転帰は 3 ヵ月後の Glasgow Outcome

損傷や手術の遅れによりその治療成績は必ずしも良

Scale（GOS）により評価した。

好とはならない。AEDH に伴う頭蓋内損傷を術後

MRI にて検討し，病態ならびに転帰との関連の検討

Ⅲ─────────────── 結

を試みた。

果 ─

対象となった 45 名（男性 34 名，女性 11 名）の概要
を Table 1 に示す。39 名に開頭血腫除去，6 名に穿

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

頭血腫除去，10 名に複数回手術（穿頭後の開頭術，合

当施設に MRI（東芝 EXCELART 1.5T）が導入され

併脳損傷に対する手術など）を施行した。術後 MRI

た 2004 年以降，AEDH 手術症例すべてに術後 MRI

で は ，急 性 硬 膜 下 血 腫 （ acute subdural hematoma;

を施行し，診療録，MRI 所見を後方視的に検討し

ASDH）25 例（56％），外傷性くも膜下出血（traumatic

た。原則として受傷後 24 時間以内に MRI を施行し，

subarachnoid hemorrhage; tSAH）26 例（58％），脳挫

T1，T2，T2*，FLAIR，diffusion-weighted image を

傷 39 例（87％），びまん性軸索損傷（diffuse axonal

axial，coronal，sagittal の 3 方向，diffusion tensor image

injury; DAI）4 例（9％），一次性脳幹損傷 4 例（9％），

お よ び 頭 蓋 内 MRA を 撮 像 し た 。 脳 幹 に signal

脳ヘルニアに関連した脳虚血 9 例（20％）
，Kernohan's

change を認めた症例のうち，初診時より瞳孔異常を

notch 4 例（9％），その他の脳虚血 1 例がみられた。
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で左前脈絡叢動脈が描出されなかった（後に再開通を

Table 1 Patients’ demographics

Age（years）
Gender（Male⁄Female）
Carpassenger
Motorbike
Pedestrian

9

大を認め手術施行。術後 CT では反対側前頭葉に軽

3

り広範な脳挫傷が明らかとなった。GR にて退院。

微な ASDH と tSAH を認めたが，術後 MRI ではよ
症例 3 は 2 歳 5 ヵ月，女児（Fig.3-A, B, C）。停車中

9

Falldown

の自転車ごと転倒し受傷。直後に啼泣し近医受診す

3

Assault
GlasgowComaScale（No.ofpatients）
3～4

10

7～8

9

13 ～ 14

7

5～6

るも異常なく帰宅。次第に傾眠がちとなり嘔吐をき
たした。来院時，GCS 6（E1, V1, M4）
，瞳孔 6.0 ⁄ 4.0，
対光反射は両側消失。術後 MRI で右側頭・後頭葉お

8

9 ～ 12
15

Pupillaryfindings（No.ofpatients）

ISS

なし。2 時間後，意識レベルの低下と CT 上血腫増

1

9

Fallfromheight

lackoflightreaction

倒し受傷。来院時 GCS 10（E3, V1, M6）
，瞳孔異常

11

Bicycle

unilaterallydilated

症例 2 は 18 歳，女性（Fig.2-A, B, C）。自転車で転

34 ⁄11

Mechanismofinjury（No.ofpatients）

bilaterallydilated

確認）。転帰は SD。

*
41.3 ±21.7,37（
, 0 ～ 82）

よび穿通枝領域の虚血と Kernohan's notch を認めた。

6

転帰は SD。

5

己転倒し左頭部を打撲。翌朝，意識障害をきたし来

症例 4 は 38 歳，男性（Fig.4-A, B, C）。バイクで自
院。 GCS 6（E1, V1, M4）
，瞳孔 5.0 ⁄ 6.0，対光反射

5

は両側消失。術後 MRI では左前大脳動脈，後大脳動

14

脈灌流域の虚血巣と Kernohan's notch を認めた。転

17

帰は SD。

*
27 ±10.4,25（
, 16 ～ 66）

症例 5 は 33 歳，男性（Fig.5-A, B, C）。左側頭部を
殴られ受傷。直後は意識清明，歩行可能であったが，

ISS: injury severity score, *mean ± SD, median, (range)

急速に意識レベルが低下した。来院時，GCS 4（E1,

V2, M1），瞳孔 3.5 ⁄ 5.0，対光反射は両側迅速。術後
単独 AEDH の 5 名のうち 4 名に広範な虚血病変が術

MRI では左側頭葉内側部，左前頭葉底部，および橋

後に出現した。AEDH のみで他病変の合併がみられ

左側に病変を認めた。転帰は MD。

なかったのは 1 例のみで，視束管骨折による失明のた

症例 6 は 27 歳，男性（Fig.6-A, B, C）。バイク走行

め MD となった。 転帰は good recovery（GR）
：8 名，

中トラックと接触し，
はね飛ばされた。GCS 4（E1,

moderate disability（ MD）： 12 名 ，severe disability

V2, M1），瞳孔 4.0 ⁄ 6.0，対光反射は両側消失。脳圧

（SD）：16 名，persistent vegetative state（VS）：5 名，

は 15 mmHg で術後も上昇を認めなかったが，瞳孔

death（D）：4 名であった。VS，D の全例に tSAH と

不同が持続し，MRI で大脳白質と中脳の出血性病変

脳挫傷の合併を認めたが，脳挫傷は GR の 8 例全例，

が明らかとなった。経過中，脳梁の輝度変化が増強，

MD の 10 例（83％）にもみられた。転帰不良（SD，

消失した。転帰は VS。

VS，D）の 8 名に脳ヘルニア関連の脳虚血がみられ
た（Table 2）。以下，代表例を呈示する。

Ⅳ─────────────── 考

症例 1 は 32 歳，男性（Fig.1-A, B, C）
。右側頭部の

察 ─

打撲直後より意識障害と右半身の麻痺が出現。GCS

瞳孔不同を伴う GCS 8 以下の AEDH は迅速な手

6（E1, V1, M4），瞳孔 8.0 ⁄ 4.0，対光反射は両側消失

術治療を要する。血腫除去の対象となる AEDH 症例

し，右耳出血，右片麻痺を認めた。右 AEDH の術

の 30〜50％に頭蓋内合併損傷がみられ，脳挫傷，脳

後，右片麻痺と失語症が持続し，MRI にて左前脈絡

出血が多く， ASDH ，びまん性脳腫脹がこれに次

叢動脈灌流域の虚血が判明した。直後の脳血管撮影

ぐ 1）。Lobato らによると，術前昏睡状態で血腫除去
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Table 2 Outcome and MRI findings

Outcome
（GOS）

No. of Cases（％）
Total

ASDH

tSAH

contusion

DAI

brain stem
injury

Ischemia related
to herniation

Kernohan's
notch

GR

8

4（50）

1（13）

8（100）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

MD

12

6（50）

6（50）

10（83）

1（8）

0（0）

1（8）

1（8）

SD

16

8（50）

10（63）

12（75）

0（0）

0（0）

6（38）

3（19）

VS

5

3（60）

5（100）

5（100）

3（60）

3（60）

2（40）

0（0）

D

4

4（100）

4（100）

4（100）

0（0）

1（25）

0（0）

0（0）

Total

45

25（56）

26（58）

39（87）

4（9）

4（9）

9（20）

4（9）

GOS: Glasgow Outcome Scale, GR : good recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability, VS: persistent vegetative
state, D: death, ASDH : acute subdural hematoma, tSAH: traumatic subarachnoid hemorrhage, DAI: diffuse axonal injury

Figure
Case 1. CT showing right temporal acute epidural hematoma (AEDH) (1A). Postoperative MRI diffusion-weighted
image (DWI) shows an acute ischemic lesion in the perfusion territory of the right anterior choroidal artery (AchA)
(1B). DSA reveals an occlusion of the AchA near its origin (1C), which recanalized 23 days later.
Case 2. CT showing right temporal AEDH (2A). Postoperative MRI clearly shows cerebral parenchymal damage in
the left frontal lobe. DWI (2B) and FLAIR image (2C).
Case 3. CT showing mixed density AEDH in the right temporal convexity (3A). Postoperative DWI shows an acute
ischemic lesion in the right temporo-occipital lobe and basal ganglia (3B). Intensity change at the left midbrain
adjacent to the tentorium (Kernahan's notch) (arrow) is seen. Coronal view DWI (3C).
Case 4. CT showing left temporo-occipital AEDH (4A). Postoperative DWI reveals an acute ischemic lesion in the
left occipital lobe (4B). Intensity change at the left uncus (arrowhead) and Kernohan's notch (arrow) is shown in the
FLAIR image (4C).
Case 5. CT showing left temporal AEDH with a bone fragment (5A). Postoperative DWI demonstrates intensity
change at the left uncus and basal frontal lobes (5B). A left-pontine lesion is also seen in the T2 image (arrow) (5C).
Case 6. CT showing left frontal AEDH with air (6A). Postoperative T2* image shows scattered hypo-intensity spots
in the cerebrum and midbrain. Sagittal view (6B). DWI taken 14 days later demonstrates high intensity change at
the corpus callosum (6C), which gradually improved within a few weeks.
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術を施行した 64 名の AEDH において，CT 上 48 名

Ⅴ─────────────── おわりに ─

（75％）に 1 ヵ所以上の合併損傷がみられ，AEDH 除
去後も 70％の患者に頭蓋内圧上昇に対する治療を要

AEDH 術後，転帰良好であっても MRI では大半

した 4）。転帰は死亡 18 名（28.1％）
，SD 2 名（3.1％），

に脳挫傷の合併がみられる。転帰不良の要因として

転帰良好 44 名（68.8％）
であった。

合併損傷とともに脳ヘルニアに伴う虚血の合併が示

今回の検討では，脳挫傷が全症例の 87％にみら

された。

れ ，転 帰 良 好 （ GR， MD）群 で も 高 率 に 出 現 し ，

AEDH のみの症例はわずか 1 例であった。VS と D

文

では脳挫傷に加え t-SAH が例外なく合併した。MRI

献

1） Bullock MR, et al: Surgical management of acute epidural
hematomas. Neurosurgery 58: S2-7-S2-15, 2006.

は，とくに DAI や Kernohan's notch 2）を含む脳幹病
変，脳ヘルニアに伴う虚血病変，脳挫傷と周辺浮腫

2） Cohen AR, et al: Magnetic resonance imaging of Kernohan's
notch. Neurosurgery 27: 205-207, 1990.

の診断・評価に有用と考えられた。Firsching らは脳

3） Firsching R, et al: Classification of severe head injury based on
magnetic resonance imaging. Acta Neurochir（Wien）148: 263271, 2001.

幹損傷に着目して頭部外傷の MRI 分類を提唱した。
テント上病変のみ，片側脳幹病変，両側中脳病変，
両側橋病変を順に Grade Ⅰから Ⅳとすると，Grade

4） Lobato RD, et al: Acute epidural hematoma: an analysis of
factors influencing the outcome of patients undergoing surgery
in coma. J Neurosurg 68: 48-57, 1988.

の悪化に伴い昏睡期間が延長し，Grade Ⅳは全例死
亡した 3）。脳幹損傷の評価は転帰予測に有望である

5） Stiver SI, et al: Survival with good outcome after cerebral
herniation and Duret hemorrhage caused by traumatic brain
injury. J Neurosurg 110: 1242-1246, 2009.

が，脳ヘルニアによる脳幹出血（Duret 出血）をきた
しても良好な回復をみた症例報告がある 5）。今後の
データ集積と検討が待たれる。

■ 小畑 仁司（大阪府三島救命救急センター）
〒 569-1124 高槻市南芥川町 11-1
TEL: 072-683-9911 / FAX: 072-683-6111
E-mail: neu035@poh.osaka-med.ac.jp
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投稿／執筆規定

■ 著者には 1 名以上の日本脳神経外傷学会会員を含む必要があります。
■ 原稿用紙の表紙に題名，著者名，所属施設名，校正刷りの発送住所，氏名を明記して下さい。
【 原稿送付先 】

株式会社マイライフ社内 神経外傷編集部
〒 162-0052 東京都新宿区戸山 1-1-5 エールプラザ戸山台 105
TEL: 03-5291-9002 FAX: 03-5291-9003

E-mail: neurotraumatology@mylife-tokyo.co.jp

Ⅰ．総説・原著・症例報告
1． 原稿は以下に示す体裁で記載して下さい。

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

a. 英文抄録（300 語）をつけて下さい。

うこととします。

b. 論文の長さは下記の通りとし，超過した場合は編

《雑 誌》
著者名：題名．誌名，巻号数：頁-頁，西暦発行年.

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。また，必ず本文から通しナンバーを入れ
て下さい。

《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
「—，ほか：」
「—，et
以上の場合は 3 名連記し，
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
と書いて下さい。
い。欧文の場合は
（abstr）
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:

c. 論文はワープロ入力し，横書き 400 字または倍

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
（編）
, 南江堂, 東京, 1987,
い問題─, 亀山正邦
pp42-45.
4）Adams JH: Head Injury. In Greenfield's
Neuropathology, Fifth Edition, Adams JH,
Duchen LW（eds）, Edward Arnold, London,
1992, pp106-152.

で印字して下さい。
数
（800，1200）

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。

2． 論文は原稿とコピー 1 部をお送り下さい。
（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。
）

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。

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。

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。
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Ⅱ．短報
《 短報：投稿規定 》

● 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。

● 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。

● 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。

● 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。

● 著書校正について
1 回のみ行います。

● 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。

● 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。

《 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。
，key words
＊ 和文抄録，Abstract（英文抄録）
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）
，ほか（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）
，ほか（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

《 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

● 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。

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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