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Angiography has become a rarely used tool in the initial
stage of diagnosis and treatment of traumatic brain injury
(TBI) since the advent of CT scan, which has overwhelming
ability in this setting. Because of this declination of angiography from the first choice tool in the treatment of TBI, it
sometimes became difficult to diagnose traumatic vascular
disorders (TVD) in the head and the neck in the early stage
of TBI. On the other hand, development of 3-dimensional
CT angiography (3D-CTA) and MR angiography (MRA)
have made it possible to screen TVD less invasively. Any
of those image examinations is recommended to be done in
case with a strong probability of TVD in the head and the
neck as follows: i) neurological condition difficult to be
explained only by TBI, ii) delayed and newly-developed
neurological symptoms, iii) newly-developed hemorrhage
or infarction on CT or MRI, iv) neck injuries (fracture in the
cervical vertebra, hyperextension or hyper-rotation of the
neck, etc.), v) cranial base fracture (bleeding from the nasal
cavity or external auditory meatus, etc.), vi) thick, diffuse,
severe subarachnoid hemorrhage or localized intense subarachnoid hemorrhage. Treatment is indicated when bleeding or non-bleeding TVD are detected and should be performed as soon as possible. Cerebral angiography is still
being the gold standard technique because the entire vascular system from cervical to intracranial area can be examined in a single examination, and also it enables immediate
endovascular treatment to be initiated. As for type of vessel injury, TVD comprise vascular rupture, arterial occlusion, sinus thrombosis, tramuatic aneurysm, arteriovenous
fistula, and cerebral vasospasm after traumatic subarachnoid hemorrhage. In this manuscript, details of pathogenesis, symptoms and treatment are discussed with representative cases.
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：
① grade I（nonhemodynamically significant injury）

Ⅰ─────────────── はじめに ─

壁の不整や狭窄を伴わない壁の解離
② grade II（ potentially hemodynamically significant

CT の普及により頭部外傷の初期診療において脳血
管撮影を施行することがまれとなり，外傷に続発す

injury）：解離や壁内血栓などによる血流低下

る頭頚部の血管障害が見逃されている可能性は否定

③ grade III（pseudoaneurysm）：仮性動脈瘤

できない。しかし一方では 3D-CTA，MRA の普及

④ grade IV（occlusion）：血管の閉塞

によりある程度のスクリーニングが可能になってき

⑤ grade V（transected）：血管断裂

ているのが現状と思われる。
本稿では，まずはじめに診断のための検査につい

Ⅲ──────────── 外傷性血管断裂 ─

て述べ，その後病態ごとに診断および治療について
解説し，症例も提示する。

外傷による頭頚部血管の断裂は戦争や凶悪犯罪に
よるものが多い 38）。
穿通性頚動脈損傷が多い 2,30,38）。頚部開放性損傷全

Ⅱ─────────── 診断のための検査 ─

体の約 6％に認められ，受傷機転としては戦傷，ナ

下記に示すような症状および病態を認めた場合，外

イフなどの凶器による外傷が大部分を占め，青年層

傷性頭頚部血管障害合併の可能性が高い。

の男性に多発する傾向がある 30）。中大脳動脈や椎骨

① 外傷性脳損傷だけからは説明困難な神経症状

動脈の断裂の報告 24）もある。

② 遅発性の新たな神経症状

意識障害，大量出血，ショック，呼吸困難もしく

③ CT，MRI 上の新たな出血・脳梗塞

は CPA（cardiopulmonary arrest）に陥っていることも

④ 頚部損傷（頚椎骨折，頚部過伸展・過回転など）

まれではない 15,47）。

⑤ 頭蓋底骨折（鼻腔・外耳からの出血など）

脳血管撮影を施行する余裕がなく，肉眼的所見の

⑥ CT， MRI 上の局所性またはびまん性の厚いく

みで損傷部位の修復や縫合を要する症例が少なくな
い。症状が軽くショック状態まで至っていない症例

も膜下出血

では緊急の適切な損傷部位の修復により良好な成績

できる限り早期に診断のための頭頚部血管の検査

も報告されている 38,40）。

を施行する。⑥の場合で脳血管攣縮の診断を行うた
めには発症から 4〜7 日前後に検査を施行することが
望ましい。血管系の評価は脳血管撮影，MRA，3D-

Ⅳ──────────── 外傷性動脈閉塞 ─

CTA にて行うが，脳血管撮影は頚部から頭蓋内外の
血管の評価が可能で，しかも必要に応じて血管内治

外傷性動脈閉塞は，内頚動脈，とくに頚部内頚動

療 に も 移 行 で き る の で gold standard と い え る 。

脈に多く，この他には，椎骨動脈，中大脳動脈など

Ringer らは外傷のカテゴリー別に血管損傷の頻度を

に発生しやすい。

検討し，頚椎や顔面骨の骨折に合併頻度が高いこと

〔 1 〕頚部内頚動脈閉塞症

を示し，脳血管撮影の適応について報告している 39）。
検査により出血性（血管断裂，脳動脈瘤，動静脈瘻な

非開放性損傷によるものが多いが，開放性のこと

ど），あるいは非出血性（血管壁の不整，狭窄，閉塞

もある。10〜30 歳代の男性に圧倒的に多い。原因と

など）の頭頚部血管病変を認めた場合にはできるだけ

しては交通事故が最も多いが，フットボールなどの

早期に治療を開始することが望ましい。

スポーツ外傷，喧嘩なども多い 31,49）。Yamada らの

外傷性脳血管攣縮以外は，主に動脈内膜損傷から

52 例の review 51）では頚部の直接損傷を示唆する所

始まり，壁の解離，さらには血管壁の破綻に至る一

見は比較的少なく（17％），頚部に所見のないものが

連の病態の一断面であると理解することができる。

多い（75％）。
損傷の機序としては以下の 5 つが報告されてい

Biffl ら 9）の提唱する grading scale は簡便で使用しや

る 6,31,49,51）。① 頚部への直接外力による損傷。② 間

すいので，以下に紹介する。
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接的な頚部の過伸展や過度の回転時の第 1・2 頚椎に
よる損傷。③ 急速な頚部屈曲による下顎と上部頚椎
間での圧迫。④ 口腔内，とくに扁桃周囲の鈍的外傷
による圧迫。⑤ 強い頚部回転時の茎状突起による閉
塞。これらによって，内頚動脈の内膜損傷が起こり
血栓形成が発生する場合と，内膜と中膜に断裂をき
たし解離を生じて血管壁内に血液が流入し血管内腔
を閉塞する場合がある。閉塞部位は内頚動脈分岐部
より 1〜3 cm 上方が最多 51）で，次いで 6〜7 cm 上方
で頚動脈管に入った部位が多い 27）。

Fig.1
Left: CT scan showed an extensive low density area in
a territory of the left middle cerebral artery.
Right : DSA showed occlusion of the cervical internal
carotid artery.

意識障害や片麻痺が受傷 12〜48 時間後に出現する
ことが多く，遅いものでは数日後と，遅発性に出現
する点が重要である 31,49）。
早期の血栓除去，血行再建術などが試みられ，そ
の有効性も報告されている 27,49）が，急激な血流再開
による脳浮腫や出血性梗塞の問題がある。保存的療
法の方がよいとする報告 49）もあり，確定的な治療法
はない。予後に関する報告 51）では死亡率 30〜40％，
重篤な神経脱落症状の残存が 40〜50％とされ，一般
に予後不良である。

Fig.2
Left : MRI (T2WI) showed a high intensity area in the
whole midbrain.
Center: DSA showed irregular stenosis of the right
cervical vertebral artery.
Right : DSA showed occlusion of the basilar artery.

症例 1（Fig.1）
：56 歳，男性。転落事故にて前頭部を
打撲した。受診時，意識清明で神経症状を認めず，
頭部 CT 上も異常を認めなかった。受傷 12 時間後に
意識レベルの低下，右完全片麻痺，全失語が出現し，
脳ヘルニアにより死亡した。

めず，頭部 CT 上も異常所見を認めなかった。受傷

〔 2 〕椎骨動脈閉塞症

5 時間後に意識障害， 四肢麻痺，失調性呼吸が出現

頚部の過伸展や強い回転により椎骨動脈が伸展し，

した。Locked-in syndrome の状態で，気管切開後，

内膜や中膜が損傷される。
カイロプラクティックによるものも多い

療養型医療施設に転院した。
10）。ま

〔 3 〕頭蓋内動脈閉塞症

た，斜台や頚椎の骨折，atlanto-axial dislocation など

頭蓋内内頚動脈の閉塞もまれに生じる。内頚動脈

が直接椎骨動脈や脳底動脈を圧迫，損傷して閉塞を
起こす場合がある

海綿静脈洞部は硬膜で固定されているが，その末梢

19）
。

閉塞部位は第 1 頚椎部が最も多い。

部には可動性がある。頭部打撲に伴う急激な脳のず

症状の発現は対側の椎骨動脈の発達程度による。小

れによって剪断外力が作用し，内膜断裂が生じるた

脳症状や Wallenberg 症候群を呈する。解離の場合に

めとされる 32）。内頚動脈で形成された血栓が遊離し，

は患側の後頚部痛が高頻度に認められる 21）。

前大脳動脈，中大脳動脈が閉塞する場合もある 31）。

保存的治療が主体である。

Ⅴ─────── 外傷性静脈洞閉塞（血栓症）─

症例 2（Fig.2）
：42 歳，女性。交通事故にて右側頭部

外傷性静脈洞血栓症は静脈洞血栓症の約 4％とま

を打撲した。受診時，意識清明で神経学的異常を認
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蝶形骨縁などで直接損傷される場合と，脳の変形を
原因とする剪断損傷によって動脈壁の過伸展やねじ
れなどで裂け目を生じる間接損傷によって生じる場
合がある 42）。発生部位は大部分テント上で，なかで
も中大脳動脈，前大脳動脈の末梢部，内頚動脈の海
綿静脈洞部や前床突起近傍に多い 4,26）。中大脳動脈

Fig.3
Left and Center : MRI (T2WI) showed high intensity
areas in the right cerebellum and temporal lobe.
Right: DSA showed occlusion of the right transverse
sinus.

瘤は閉鎖性外傷で急性硬膜下血腫を伴う場合に多く，
中大脳動脈が蝶形骨縁にあたって生じるとされてい
る 17）。前大脳動脈瘤は傍脳梁動脈などが大脳鎌にあ
たって生じる 20）。また，頭蓋底骨折や経眼窩的穿通
外傷による内頚動脈瘤も錐体部や海綿静脈洞部にみ
られる 22）。一方，術中の脳血管の損傷による医原性

れである 28）。上矢状静脈洞，ついで横静脈洞の頻度

のものは，トルコ鞍近傍腫瘍術後の内頚動脈に発生

が高い。

することが多い。なかでも経蝶形骨洞法による下垂
体腺腫や動脈が腫瘍に巻き込まれている髄膜腫の術

発生機序としては，① 骨折線が直接静脈洞を横切
り，内膜損傷による血栓形成，② 骨折片，異物や血

後に多い 37,41）。組織学的には仮性動脈瘤が多い 44）。

腫により静脈洞が圧迫され血流の停滞が生じるもの，

これは外傷時に血管壁の全層に損傷が及び，血腫の

③ 血小板や赤血球の破壊による凝固系の異常な亢進

融解とともに血管外血腫が器質化され，同時に血流

などがあげられる

18,43,45）
。

がその血腫腔内に出入りするためである。血管壁の

一般に急激に発症するが，特有な症状はなく，頭

不完全損傷の際には真性動脈瘤や解離性動脈瘤にな

蓋内圧亢進による頭痛，うっ血乳頭，意識障害など

ることもある。一般に受傷後 1〜 2 週間で形成され

で始まる。脳内血腫を合併しやすく，それによる巣

る。

症状としての片麻痺やけいれんを呈することが多い。

外傷から一定期間後に生じる急激な神経脱落症状

血栓化の抑制，頭蓋内圧のコントロールと閉塞静

や遅発性のくも膜下出血などがみられるが，特徴的

脈洞の再開通への対処が中心となる。

なものはない 37,41,42）。外傷性脳動脈瘤は急速に増大
したり，動脈瘤壁が線維性結合組織であることが多

症例 3（Fig.3）
：54 歳，女性。風呂場で転倒し右側頭

いため，破裂をきたしやすい。破裂時期は外傷後 2

部を打撲した。受傷時，意識清明で打撲部痛を認め

週間前後が最も多く 37,41），3 週間以内に破裂するも

るのみであった。10 日後に頭痛，嘔吐，ふらつきが

のが約 80％とされる。内頚動脈瘤，とくに海綿静脈

出現し当科を受診した。MRI にて右小脳と側頭葉に

洞部動脈瘤では受傷後数日ないし数週に反復性の動

浮腫を認め，DSA では右横静脈洞の閉塞を認めた。

脈性鼻出血で発症するのが特徴的である 12）。

浸透圧利尿剤による保存的加療にて軽快した。

非外傷性脳動脈瘤との鑑別点 37）は，① 脳動脈分岐
部以外で，しかも末梢にみられる，② 動脈瘤の造影
および消失が遅れる，③ 動脈瘤頚部がない，④ 動脈

Ⅵ─────────── 外傷性脳動脈瘤 ─
全脳動脈瘤の 0.5％以下の発生とされ

瘤の形が不整である，⑤ 骨折線や穿通創の近くにあ

8）
，比較的ま

る，などである。
破裂例の死亡率が 50％以上 11）と高いので早期治療

れな疾患である。若年男性に多い。
穿通性頭部外傷でも発生するが，平時の外傷例で
は大部分閉鎖性頭部外傷による

が原則である。近年，coil 塞栓術や stent 留置術な

13）
。穿通性頭部外傷

ど，血管内治療を施行される症例が増えている 7）。

では，銃弾，骨片，その他の異物などによる動脈壁

頻度は低いが自然治癒例の報告もある 8）。術中の問

の直接損傷により生じる 22）。閉鎖性頭部外傷では受

題としては，まず動脈瘤壁が脆く premature rupture

傷時の脳の移動によって動脈が大脳鎌，テント縁，

の危険性が高いことがあげられ，親動脈の確保とそ
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の一時血流遮断を行うことが重要である 37）。頚部も
断裂しやすく，clipping が困難な場合も多く，trap-

ping される症例も多い 1,41）。術前から trapping も考
慮し，バイパス手術の準備をしておく必要がある。
手術成績は比較的良好で，術後の死亡率は 8〜 15％
と報告されている 1）。未破裂で発見し，積極的に治
療すべき疾患と考えられる。
症例 4（Fig.4）
：12 歳，女児。停車中の車に追突され

Fig.4
Left: CT scan showed a high density area in the interhemispheric fissure and the left lateral ventricle.
Center: DSA showed a small aneurysm in the left anterior cerebral artery.
Right : Postoperative CT scan showed clip artifact in the
interhemispheric fissure.

て受傷した。受傷時意識清明で，前医で施行した頭
部 CT では大脳鎌近傍に小さい high density area を
認めていた。14 日後に突然の意識障害（JCS 200）が
出現し当科に搬送された。CT では大脳半球間裂のく
も 膜 下 出 血 ，脳 内 出 血 ，左 側 脳 室 内 血 腫 を 認 め ，

DSA では左前大脳動脈瘤を認め，緊急開頭クリッピ
ング術を施行した。術後，意識清明，神経脱落症状
なく退院した。

Ⅶ─────────── 外傷性動静脈瘻 ─
頭蓋骨骨折により並走する動脈が損傷されて生じ
Fig.5
Left : Preoperative DSA showed a left carotid-cavernous
fistula.
Right : Postoperative DSA showed disappearance of the
fistula.

る。臨床的にとくに重要なのが頚動脈海綿静脈洞瘻
で，その他に中硬膜動静脈瘻，浅側頭動静脈瘻など
がある。

〔 1 〕頚動脈海綿動静脈瘻
前頭部を打撲し，蝶形骨に及ぶ頭蓋底骨折によっ
て海綿静脈洞内での内頚動脈壁が直接損傷されたり，

塞栓術が第一選択である。未治療で放置した場合，

この部から分岐する meningohypophyseal trank など

脳内出血，くも膜下出血，鼻出血，耳出血などの出

が断裂して生じる 5,35,36）。まれに経眼窩的穿通性外傷

血例が 3〜 10％にみられる 16,50）。とくに副鼻腔内出

の際にも生じる 22）。重症外傷例ほど発生頻度は高

血により 3％が死亡する。また，緑内障や視神経委

い。男性，とくに若年者に圧倒的に多い。

縮により 30％が失明する。

外傷性頚動脈海綿動静脈瘻は high flow のことが
多く，海綿静脈洞内の圧が高くなり，周囲の静脈系

症例 5（Fig.5）
：29 歳，男性。転落外傷で，受傷時左

心拍

眼窩骨折を認めた。翌日，複視，雑音，結膜充血浮

に一致する眼窩部雑音（bruit）
，② 眼球突出（pulsat-

腫，眼球突出が出現した。DSA では左頚動脈海綿動

ing exophthalmos が多い），③ 眼球血膜の充血浮腫

静脈瘻を認め，血管内手術により治癒した。

のうっ血をきたし，特有の症状を呈する

16）
。①

（chemosis）が 3 主徴で，その他に外眼筋麻痺，視力

〔 2 〕中硬膜動静脈瘻

障害，眼窩部痛，頭痛などがみられる。80％が一側
性で 20％は両側性である。

中硬膜動脈および並走している中硬膜静脈がそれ

外傷性頚動脈海綿動静脈瘻は自然治癒することは

らを横切る骨折により損傷され生じる 14）。男性に多

少なく 33），大多数は治療を要し，血管内手術による

い。硬膜外血腫を合併していること多く，その症状
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Ⅷ ─── 外傷性くも膜下出血と脳血管攣縮 ─
重症頭部外傷患者に多く，CT 上のくも膜下出血が
多い症例で生じやすい 52）。しかし，くも膜下出血を
認めなかった症例，髄液が血性でなかった症例でも
生じることが報告されており 4,52），血管の直接損傷

Fig.6 CT scan revealed a thin acute subdural hematoma
and subarachnoid hemorrhage in the left Sylvian fissure.

や脳挫傷との関連を指摘する報告もある 3,34,46）。
破裂脳動脈瘤によるくも膜下出血よりも症状は軽
いことが多い。厚いくも膜下出血を認める症例では
発症時期は 4〜14 日で破裂脳動脈瘤と同様であるが，
くも膜下出血を認めない症例では受傷後 3 日以内に
生じることが多く，症状も軽い傾向にある 52）。
破裂脳動脈瘤によるくも膜下出血後の脳血管攣縮
の治療に準ずるが，多彩な病態を呈するため確立さ
れた方法はない。
症例 6（Fig.6, Fig.7, Fig.8）：43 歳，男性。運転中の
交通事故で左前頭側頭部を打撲した。受診時，GCS

8，JCS 100 で CT では左前頭側頭部の薄い硬膜下血
腫と左シルビウス裂にくも膜下出血を認めた。保存
的に加療していたが，9 日後に意識レベルの低下，
失語，右片麻痺を認め，左基底核の脳梗塞と左中大

Fig.7
Upper left : MRI (DWI) showed high intensity areas in
the left basal ganglia.
Upper right: MRA showed vasospasm in the left middle
cerebral artery.
Lower : DSA showed vasospasm in the left middle cerebral artery.

脳動脈の脳血管攣縮を認めた。JCS，失語，右片麻
痺 MMT3/5 の状態でリハビリテーションのため転院
した。

Ⅸ────────────── ま と め ─
外傷性頭頚部血管障害について，血管断裂，動脈
閉塞（頚部内頚動脈閉塞症，椎骨動脈閉塞症，頭蓋内
動脈閉塞症），静脈洞閉塞（血栓症），脳動脈瘤，動静
脈瘻（頚動脈海綿静脈洞瘻，中硬膜動静脈瘻，浅側頭
動静脈瘻），外傷性くも膜下出血と脳血管攣縮の受傷

Fig.8 CT scan showed a low density area in the left
basal ganglia.

機転，病態，症状，治療につき症例を提示して解説
を加えた。重篤な病態になり不幸な転帰をとること

が前景にでる。外頚動脈撮影により中硬膜動脈と拡

も多い疾患であり，血管系の評価を積極的に行い

張した中硬膜静脈が同時に造影される rail road track

screening すべきと考えている。

appearance を認める。血管内手術による塞栓術が第
一選択である 25,48）。
文

〔 3 〕浅側頭動静脈瘻
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皮質動脈破綻による

Microaneurysms of the cortical arteries
as a cause of acute subdural hematoma

急性硬膜下血腫の検討：

出血源としての皮質動脈微小動脈瘤
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Acute subdural hematoma (ASDH) usually arise from the
contusion of the cerebral cortex or sometimes arise from
the laceration of bridging vein by high speed acceleration
injuries. Bleedings from pinpoint source in cortical arteries
are reported rarely, and the mechanism of the bleeding is
unknown.
Between 1998 and 2010, 51 patients with ASDH underwent surgery with craniotomy in our hospital, and in 11
cases, the cause of the bleeding was rupture of single
cortical artery. In microscopic observation, we found microaneurysm at the bleeding point in nearest 4 cases.
ASDH of arterial origin is thought to arise from the laceration of the adhesion between a cortical artery and dura mater,
or spontaneous rupture of an arterial twig from cortical
artery, which is a point of potential weakness. On the other
hand, rupture of the cerebral aneurysm can cause ASDH,
and its onset is similar to that of “spontaneous” ASDH, which
presents a stroke-like episode. We thought that microaneurysms of the cortical artery can be found more frequently in microscopic observation during the surgery of ASDH,
and many cases of “spontaneous” ASDH can include rupture
of the aneurysm, either traumatic or non-traumatic.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
1998 年から 2010 年までの 12 年間に，大崎市民病

急性硬膜下血腫は通常，頭部への強度の外力によ
り脳皮質の出血性挫傷をきたし，脳葉破裂の形で発

院で急性硬膜下血腫と診断された症例が 263 例あり，

生するか，あるいは回転加速度運動により脳表と硬

その内，開頭手術を行って出血源の検索を行った症

膜との間で架橋静脈が破綻することにより発生する

例は 51 例であった。その中で，明らかな脳挫傷を伴

とされている。一方，皮質動脈の単独の破綻により

わず，皮質動脈の破綻が単独の出血源であると確認

発生する急性硬膜下血腫の存在が知られているが，そ

できた症例 11 例を対象として，患者背景，発症形

の正確な発生機序は不明である。今回，明らかな脳

式，治療法および予後について検討した。

挫傷を伴わず，皮質動脈の破綻が単独の出血源であ
る急性硬膜下血腫について，当科での経験をもとに

【 代表症例呈示 】

検討を行った。

〔 症例 1 〕
患
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者：79 歳，男性

Fig.1
A : Pre-operative CT scan showing right acute subdural
hematoma.
B : Operative view showing a microaneurysm at cortical
branch of the middle cerebral artery.

主

Fig.2

訴：右片麻痺

A : CT scan after fall accident.
B: CT scan on admission (3 days after fall accident) showing
right acute subdural hematoma.
C : Operative view showing a small aneurysm at cortical
branch of the middle cerebral artery.

既往歴：心房細動あり，ワルファリンカリウム

3 mg/day 内服中。内服の理由は不明であるが，クロ
ピドグレル 75 mg/day も内服していた。
現病歴： 2010 年 12 月 1 日昼，室内で転倒して前
頭部を打撲した。直後は特に症状はなかったが，同
日夕より右半身の脱力を自覚し，当院救急外来を受
診した。
入院時現症：JCS 2，右上下肢に MMT 4 ⁄ 5 の不全
片麻痺を認めた。
画像検査所見：頭部 CT で，左前頭部から側頭部
にかけて，最大厚 2 cm の急性硬膜下血腫を認めた
（Fig.1-A）。明らかな脳挫傷は認められず，骨折もみ

Fig.3
A : CT scan on admission showing right acute subdural
hematoma.
B: Operative view showing a microaneurysm. The artery
was adhered to arachnoid membrane and the top of the
aneurysm was exposed to subdural space.

られなかった。
臨床経過：抗血小板薬，抗凝固薬内服中であり，
臨床症状も軽度であることから，保存的加療の方針
としたが，入院翌日より右上下肢の不全片麻痺は 3 ⁄ 5
に増悪し，開頭血腫除去術を施行した。

から 2 週間後，明らかな神経症状なく，独歩自宅退

術中所見：左側頭部で，血腫の最も厚い部位を中
心として一辺が 10 cm 程度の四角形の開頭を行った。

院した。

硬膜を翻転すると，硬膜下血腫が露出し，血腫を洗

〔 症例 2 〕

浄しつつ除去していくと，左下側頭回の底面の皮質

患

者：77 歳，男性

動脈より，拍動性の出血が認められ，手術顕微鏡を

主

訴：頭痛，嘔吐

用いて観察すると，径 1 mm ほどの脳動脈瘤が確認

既往歴：10 年前に左前頭円蓋部の髄膜腫の摘出術

された（Fig.1-B）
。親血管とともに焼灼して止血し

を施行。3 年前に狭心症で冠動脈ステントを留置し，

た。その後，血腫を完全に除去して脳表を観察した

以後クロピドグレルを内服していた。
現病歴： 2011 年 10 月，意識消失あり自宅の階段

が，明らかな脳挫傷は認められなかった。脳腫脹は
みられず，硬膜を閉鎖後，骨弁を戻して閉頭した。

から転落し，頭部を打撲した。特に臨床症状はな

術後経過：術後，麻酔からの覚醒は良好であった。

かったが，家人に連れられ当院の救急外来を受診し

術翌日には右上下肢の不全片麻痺は消失した。手術

た。頭部 CT では異常はなく（Fig.2-A），帰宅した。
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Table 1 Summary of our 11 cases

Case

Age,
Sex

Past History

Antiplatelets or
Anticoagulants

History of
Trauma

Interval

JCS on
GOS
admission

1

63 F

DM, HT

—

—

—

200

GR

2

77 F

HT

—

fall in room

1 day

20

GR

3

54 M

—

—

traffic accident

11 days

1

GR

4

72 M

Liver dysfunction

—

—

—

100

GR

5

82 M

HT, CI

—

fall

4 months

300

SD

6

66 M

—

—

fall

3 hours

100

SD

7

75 M

AMI, colon cancer

aspirin

fall on bicycle

7 hours

3

GR

8*

86 M

HT, SAH（post-clippimg）

—

—

—

100

SD

9*

79 M

HT, Af, CI

warfarin, aspirin,
clopidogrel

fall in room

5 hours

2

GR

10* 77 M

HT, angina,
meningioma（post-ope）

aspirin, clopidogrel

fall at stairs

4 days

10

GR

11* 78 M

—

—

—

—

2

GR

HT ; hypertension, DM; diabetis mellitis, CI; cerebral infarction, AMI ; acute myocardial infarction, SAH ; subarachnoid
hemorrhage
*Cases confirmed to have cortical artery aneurysm
その後，症状なく生活していたが，転落から 4 日後，

弁を戻して閉頭した。
術後経過：麻酔からの覚醒は良好で，左不全片麻

食事中に突然の頭痛と嘔吐があり，当院に救急搬送

痺は速やかに消失した。手術から 20 日後，明らかな

された。
現

症： JCS 10，左上下肢に MMT 3 ⁄ 5 の不全片

臨床症状なく自宅退院した。
〔 症例 3 〕

麻痺を認めた。
画像所見：頭部 CT で，右側頭部から前頭部にか

患

者：78 歳，男性

けて最大厚 3 cm の急性硬膜下血腫を認めた（Fig.2-

主

訴：右片麻痺

B）。脳挫傷や骨折は認められなかった。直ちに開頭

既往歴：特記事項なし

血腫除去術を施行した。

現病歴： 2011 年 6 月，自宅で息子と口論になり，

術中所見：症例 1 と同様に，右側頭部で正方形の

体を強く揺すられた。頭部への打撲は一切加えてい

開頭を行い，硬膜を切開して硬膜下血腫を露出した。

ないということであった。その時点では何も症状が

血腫を除去していくと，シルビウス裂近傍で右側頭

なかったが，5 時間後，突然の頭痛と右半身の脱力

葉の皮質動脈から拍動性の出血が続いているのが確

が出現し，当院救急外来を受診した。

認された。手術顕微鏡を用いて出血している皮質動

現

脈周囲のくも膜を切開して観察したところ，径 1 mm

症：JCS 2，右上下肢に MMT 3 ⁄ 5 の不全片麻

痺を認めた。

の脳動脈瘤が確認された（Fig.2-C）
。仮性動脈瘤の可

画像所見：左側頭部に最大厚 2 cm の急性硬膜下血

能性も否定できなかったが，親血管の温存は可能で

腫を認め（Fig.3-A），直ちに開頭血腫除去術を施行し

あると考え，ミニクリップを neck に対して深めに

た。

apply して血管形成的にクリッピングを行い，さら

術中所見：シルビウス裂近傍で，左側頭葉の皮質

にクリップの周囲を酸化セルロース綿とフィブリン

動脈に，くも膜を破って硬膜下腔に突出した径 2 mm

糊を用いて補強した。脳表に挫傷は認められず，骨

の動脈瘤があり，少量のくも膜下出血も認められた
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（Fig.3-B）。症例 2 と同様にクリッピングを行い，親

1961 年に 11 例を報告 2）して以来，相次いで報告が

血管の血流を温存した。術後経過は良好で右片麻痺

みられるようになっており，1971 年に Talalla らが 8

は消失し，20 日後に自宅退院した。

例を報告 8）した際に，“特発性”急性硬膜下血腫とい
う言葉を用い，現在も広く使われている。皮質動脈

Ⅲ─────────────── 結

破綻による急性硬膜下血腫の頻度は報告により 1.6％

果 ─

から 11％と非常に差がある 2,9,10）。これは母集団を急
性硬膜下血腫の全例とするか，開頭例に限るか，あ

Table 1 に，当院で経験した皮質動脈破綻による急
性硬膜下血腫の要約を示す。11 例中 9 例が男性，2

るいは脳挫傷に合併した硬膜下血腫を含めるか否か，

例が女性であり，平均年齢は 73.5 歳であった。6 例

等について統計の取り方に差異があるためで，正確

に高血圧の既往があり，3 例が抗凝固薬・抗血小板

な頻度を求めるのは困難であると考えられる。自験

薬を内服していた。11 例中 2 例に，他の頭蓋内疾患

例 で は ，全 例 を 母 集 団 と す れ ば 263 例 中 の 11 例
（4％），開頭を行った症例に限れば 51 例中の 11 例

で開頭手術を受けた既往があった。
外傷歴は 7 例で認められたが（交通事故 2 例，転倒

（22％）で出血源が単独の皮質動脈であり，それほど

4 例，転落 1 例），比較的軽微な外傷が多く，重大な

稀な病態ではないのかもしれない。
皮質動脈破綻による急性硬膜下血腫の特徴として，

交通事故等，高エネルギー外傷によるものはなかっ
た。受傷から発症までいずれも数時間以上の意識清

これまでに中高年の男性に多い，中大脳動脈の分枝

明期を有しており，最長では受傷から 4 ヵ月後に突

が出血源である，長い意識清明期を有する，外傷は

然発症した症例もみられた。4 例には明らかな外傷

ないかあっても軽微なものが多い，既往に高血圧を

の病歴がなかった。

有する例が多い，出血性の素因を持つ症例が多い，
等の特徴が挙げられており 10），今回の 11 例の検討

重症度に関しては，発症時の意識障害はほぼ清明
なものから深昏睡を呈するものまであり一様ではな

においても概ね該当すると言える。

かった。いずれの症例においても，血腫の最も厚い

皮質動脈が破綻する機序として今まで大きく 2 つの

部位を中心として中程度の大きさの開頭で血腫除去

説があり，一つは Drake 2）や Talalla 8）の提唱した皮質

を行い，皮質動脈の一点からの噴射状の出血を確認

動脈と硬膜との間の癒着が破綻するとする説，もう一

している。直近の 4 例（外傷例 2 例，非外傷例 2 例，

つは Vance 9）らが提唱した，くも膜直下の皮質動脈に

前述の 3 症例を含む）で手術顕微鏡を用いて出血部位

解剖学的な脆弱性があって必ずしも外力を必要としな

を観察したところ，皮質動脈に 1〜2 mm の動脈瘤を

い，とする説である。これまで，脳動脈瘤の破裂が急

認めた。2 例（症例 2，症例 3）に対してはクリッピン

性硬膜下血腫の原因となる 1,5,6,7）のは別個の病態とし

グを行って親血管を温存しているが，2 例は焼灼に

て考えられてきたが，今回の自験例で動脈瘤が出血源

より止血している。周術期の脳腫脹は認められず，

だった 4 例は，いずれも軽微な外傷を契機として脳卒

外減圧を要した症例はなかった。

中様の発症をきたしており，従来「特発性」と呼ばれ

予後は，11 例中 8 例が神経症状なく従前の生活に

てきた急性硬膜下血腫の特徴に合致している。過去の

復帰している。3 例に重度の後遺症が残ったが，い

報告でも，1970 年に Rumbaugh ら 6）が，皮質動脈に

ずれも来院時の意識障害が重度の症例であった。

形成された外傷性脳動脈瘤の破裂による急性硬膜下血
腫の 9 症例をまとめて報告しているが，その内の 4

Ⅳ─────────────── 考

例は明らかな外傷歴が不明であるか，外傷後数週間を

察 ─

経てから脳卒中様のエピソードで発症している。急性

急性硬膜下血腫は通常，頭部に外傷が加わったこ

硬膜下血腫の手術で顕微鏡を用いる機会は少ないと思

とによる脳挫傷，あるいは架橋静脈の破綻により形

われるが，詳細に観察すれば微小な脳動脈瘤が発見さ

成されるとされている。皮質動脈の破綻による急性

れる症例はもっと多いと思われ，病態としてはこれら

硬膜下血腫は，1934 年に Munro らによって初めて

を特発性と呼ばれるものと区別する根拠は乏しいと考

報告され 4），Vance が 1950 年に 6 例を 9），Drake が

えられる。Drake の唱える皮質動脈 − 硬膜間の癒着破
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綻 2）も，Vance の唱える皮質動脈の脆弱性 9）も，いず

されることは考え難いと思われる。くも膜下出血を

れも皮質動脈に動脈瘤を生じる可能性を示唆するもの

伴わず，純粋に硬膜下血腫のみの症例であれば動脈

として矛盾はないと思われる。

瘤は皮質の表面に存在することは明らかであり，血
腫の最も厚い部分を中心としてある程度広く開頭を

今回の動脈瘤の知見と従来の仮説より，我々は，
皮質動脈破綻による急性硬膜下血腫は，脳表の動脈

行えば，出血源の動脈瘤を見落とすことはないと考

の脆弱部分になんらかの要因で微小動脈瘤が形成さ

えている。いずれ適当な症例があれば術前の血管撮

れ，それが破裂することにより出血を生じる病態で

影も行ってみたいと思っているが，症状の悪化しつ

はないかと考察した。特に外傷がなくとも起こりえ

つある患者に対しては，血管撮影にこだわって術前

る，脳卒中と類似の病態であるが，動脈瘤の形成，

の貴重な時間を消費するのは得策ではないであろう。

破裂とも外傷が誘因となる可能性は考慮してもよい

脳卒中様のエピソードで発症した急性硬膜下血腫

と思われ，その場合は瘤の形成から破裂までの期間

の症例をみた場合，常に皮質動脈の動脈瘤の可能性

が，長い意識清明期となるのではないかと考えられ

を念頭において治療にあたるべきと考えた。

る。自験例では，いずれも動脈瘤すなわち血管の破
綻部はくも膜の外に突出しており，硬膜下腔に向け
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摘できた可能性は低く，さらに，緊急を要する症例
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ではなおさらであるが，術前に動脈瘤の存在がわ
かっていたとしても，それによって治療方針が変更
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Purpose : Blunt traumatic cerebrocervical vascular injury
(VI) provides a tremendous challenge to the neurosurgeons.
The diagnosis and intravascular and/or surgical management of VI remains controversial, with direct surgical repair
or endovascular surgery with parent artery preservation
still presenting difficulties. The purpose of this study was
to assess the long term results of surgical treatment of VI.
Materials : The delayed outcomes and graft patency rates
of patients who underwent bypass procedures for VI were
also studied from September 1997, 6 patients (4 male and 2
female patients ; mean age, 35 yr) underwent 7 procedures
for blunt traumatic VI.
Results : The type and number of injuries were ; carotid
cavernous fistula 3, intracranial carotid aneurysm 1, cervical
extracranial carotid artery dissection 1, and distal anterior
cerebral artery aneurysm 1. Diagnoses were made by using
CT angiography, MRA, MRI, or digital subtraction angiography. There were 4 radial artery graft bypasses (cervical
external carotid artery to radial artery to middle cerebral
artery anastomosis), 1 superficial temporal artery to middle
cerebral artery bypasses, and 1 direct aneurysm clipping.
The Glasgow outcome scale score was 5 in all patients at 1
year from the ictus without any additional neurological
deficit. Follow up MRI and MRA (9 to 15 years) detected
no new legion or graft occlusion.
Conclusion : Our results indicate that open direct surgery
is an acceptable strategy and associated with excellent
long-term outcomes and patency rates to treat complex VI.

的な合併症 2,3,4,8,10,11,12,22,23）を引き起こすことから，そ

Ⅰ─────────────── はじめに ─

の早期発見と早期治療が重要である 2,13,15）。TVI は，

頭頚部外傷による脳血管損傷（traumatic cerebro-

比較的稀な病態であることに加えて，個々の症例に

vascular injury；以下 TVI）は，当初の外傷性脳損傷

応じた治療方針，治療時期の決定が重要 1,2,3,4,5,6,19,20,21,

による意識障害もあり，その診断が比較的困難 1,2,3,4,5,

22,23）となることが，この病態の治療をさらに困難とし

2次

ている。しかし，近年，画像診断の進歩により，ス

6,19,22,23）である。しかし，脳出血，脳梗塞などの
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Table 1 Long term results of patients with blunt traumatic cerebrovascular injury treated with surgery

Case

Age ⁄ Sex

Diagnosis

Etiology

Intervention

Outcome

1

19 ⁄M

tCCF

Crushinjury

Coiling ⁄RAG

GR

2

24 ⁄M

tCCF

Bluntinjury

Coiling ⁄RAG

GR

3

45 ⁄M

ICAn

Trafficaccident

TrapandSTA-MCA

GR

4

58 ⁄F

ICD

Angiography

RAG

GR

5

23 ⁄F

DACAn

Trafficaccident

ClippingofAn

GR

6

41 ⁄M

tCCF

Trafficaccident

Coiling ⁄RAG

GR

DACAn ;distal anterior cerebral artery aneurysm,F ;female,GR ;goor recovery,ICAn ;internal carotid aneurysm,ICD;
internal carotid artery dissecting aneurysm,M;male,tCCF;traumatic carotid cavernous fistula,RAG;radial artery grafting

クリーニング検査として MRA，MRI，3 次元 CT 血

行再建を考慮する。保存的治療が可能と判断した場

管撮影などを用いることにより比較的容易 3,4,8,12,13,21）

合は抗血小板療法などの内科的治療を試み 2 週間程

に発見できるようになってきている。一方，治療方

度で血管撮影の再検を行う。画像上の緩解をみない

法においても，血管内治療技術の進歩

場合，STENT 留置を行う。

科的血行再建術の確立

1,3,4,8,9,10,15）と外

13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24）によりそ

の有用性が報告されてきている。しかし，外傷性血

〔 2 〕外傷性脳動脈瘤

管病変に対する外科治療の長期予後に関する報告は
稀

23）である。今回我々は，過去

直接的な動脈瘤の治療（neck clipping）は困難な症

15 年間に経験した，

例が多いため，間接的な動脈瘤の処理（trap）を施行

外科的治療を併用するに至り，長期予後の観察が可

し，可能な限り血行再建術を試みる。治療時期は，

能であった 6 例 7 側を報告し，その長期的予後を検

発見され次第，可能な限り早期に行うこととした。

討した。

〔 3 〕外傷性頚動脈海綿静脈洞瘻
発見次第可能な限り早期に血管内治療を行う。本

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

報告の対象となった症例は種々の血管内治療を試み

1997 年 10 月以降に経験した日本医科大学付属病

たものの不成功におわり親血管の閉塞も不可能で

院と日本医科大学千葉北総病院脳神経センター，そ

あった症例 13）である。病変部分の trapping と radial

の関連施設にて入院加療を要した頭頚部外傷症例

artery を用いた血行再建術（cervical external carotid

2,294 例のうち，種々の外科的治療を行った 6 例 7 側

artery – radial artery – middle cerebral artery graft；

の長期予後を調査した。

以下 RAG）を行ったものである。

当科における外傷性血管障害症例の基本的な治療
方針をここに示す。

Ⅲ─────────────── 結

〔 1 〕頚部頚動脈解離

果 ─

6 例の詳細を Table 1 に示す。年齢は 19 歳から 58

脳血管撮影で浮遊性血栓が確認されたり，虚血症

歳（平均 35 歳），男性 4 例，女性 2 例であった。受傷

状が頻発するような危急の対応を要すると判断した

原因は，交通事故 3 例，頚部鈍的外傷，crush injury

場合にはステント留置を試みるが，血管内治療によ

1 例などであった。診断としては，外傷性頚動脈海

り虚血性合併症の可能性が高いと判断した場合は側

綿静脈洞瘻（traumatic carotid cavernous fistula；以下

副路の状態により病変部分の閉塞，または外科的血

tCCF）が最も多く，次に頚部頚動脈解離（internal
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Fig.1 Initial computed tomography demonstrates diffuse
subarachnoid hemorrhage and subarchnoid air.

Fig.2 Magnetic resonance imaging shows flow voids in
the left cavernous carotid artery.

Fig.3 Anterior posterior view of left internal carotid
angiogram after second intravascular treatment using
balloon and coil demonstrates residual direct fistula.

Fig.4 Magnetic resonance angiography 16 years after
the operation shows patent radial artery graft and no
de-novo aneurysm.

carotid artery dissection：以下 ICD），頭蓋内外傷性

〔 症例提示 〕

脳動脈瘤であった。行われた外科的手術としては，

（1）19 歳，男性：自動車の下敷きになり救急搬送。来

RAG が 最 も 多 く ，浅 側 頭 動 脈 中 大 脳 動 脈 吻 合 術

院時意識状態は，GCS E1V1M1。頭部 CT（Fig.1）

（ superficial temporal artery – middle cerebral artery

にて外傷性 SAH，頭蓋骨骨折，気脳症などが確

anastomosis；以下 STA-MCA 吻合術），脳動脈瘤ク

認された。Diffuse injury の診断で保存的に加療

リッピング，トラッピングなどが行われた。他部位

を行った。受傷から 6 日後の MRI（ Fig.2）で内

合併損傷を含め，急性期治療は困難をきわめた症例

頚動脈に近接した flow void が確認され，外傷性

が多いが，外傷性疾患であるため，比較的若年者が

内頚動脈瘤の存在が疑われ血管撮影を行うと

多いことも影響してか，1 年後の予後は全例が GR

tCCF と判明。二期的に経動脈的塞栓術，経静脈

であった。外来では，およそ 1 年毎に頭部 MRI と

的塞栓術を試みたものの， flow の低下を確認し

MRA による経過観察を行い，血行再建術のグラフ

たのみで根治できなかった（Fig.3）ため， RAG

ト血管の閉塞した症例，もしくは動脈瘤を含めた病

を行うこととした。RAG を作成し，術中に内頚

変の再発をきたした症例はなかった。経過観察期間

動脈を頚部と後交通動脈の近位で trap した。術

は 9〜15 年（mean 11.8）
であった。

後，軽度の見当識障害を残し退院し，現在，通常
の日常生活を送っており，受傷 15 年後の MRA
（Fig.4）では良好な patency が確認された 13）。
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Fig.5 Initial computed tomography on admission demonstrates left acute subdural hematoma.

Fig.6 Computed tomography on day 25 demonstrates
right acute subdural hematoma.

Fig.7 Left carotid angiogram showing traumatic distal
anterior cerebral artery aneurysm.

Fig.8 T2 weighted magnetic resonance imaging 15 years
after the operation shows no new ischemic legion.

（2）23 歳，女性：交通事故にて JCS III-200 の状態で

し，急性期には非侵襲的治療方針を選択すべきで，

救急搬送された。左急性硬膜下血腫（Fig.5）に対

これも血管内治療を考慮すべき理由と考えている。ま

して血腫除去外減圧術を行い神経症状の改善を

た，比較的若年者が多いため，動脈硬化性変化が少

みていたものの，6 日後，25 日後に再出血（Fig.6）

ないことから，親血管閉塞に耐性がある症例が多い。

をきたし，血管撮影で外傷性遠位部前大脳動脈

しかし，長期的視野に立つと意図的親血管閉塞によ

瘤と判明（Fig.7）した。動脈瘤クリッピングにて

る長期的合併症である新生動脈瘤や，虚血性合併症

動脈瘤治療を行い，骨形成術後，復職され，受

を起こす可能性も高く，20 から 30 歳代の症例には，

傷 15 年後の MRI（Fig.8）では新たな虚血性所見

50 年後の予後をも考慮した治療戦略が必要であると

はみられない。

考えている。このような観点から今だ 10 年程度であ
るが，比較的遭遇することが稀な疾患に対する治療

Ⅳ─────────────── 考

結果としては長期予後も満足すべきと考えている。次

察 ─

に病変毎の長期的視野に立った，親血管の温存もし

過去の外科的治療を行った外傷性頭頚部血管障害
症例の再検討を行うと，当初に血管内治療を試み，

くは，再建を基本とした我々の治療方針を提示する。

血管内治療不能例に根治的に外科的治療を併用する

【 各病型別治療方針 】

という結果となった。特に多発外傷例においては，

〔 頚部頚動脈解離 〕

他部位の損傷（肺損傷，肝損傷，出血性外傷）を考慮

治療法に関しては，抗血小板療法などの保存的な
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もの 5,12,19），内膜剥離術，外科的血行再建術 5,12,19,20,24）

に発表された近年，最多症例を集め良好な予後を報

など様々な方法が提示されてきた。我々は，① 発症

告した Cohen らの報告 3）でも proximal occlusion が

から病変発見までの時期，② 病変に浮遊性血栓の有

多数を占めているというのが現状である。今後は，

無，狭窄度を参考にした。

IVR での親血管を温存した治療の長期予後の報告が

このような観点から

望まれるところである。ACA の病変に関しては，よ

A）無症候で，解離の程度が軽度のものは， 2 週間

り末梢で病変が少ないことから IVR の報告はより少

程度経過観察を行い，治療方針を決定する。経

なく，外科的治療が第一選択 3,8,22）となると考えられ

過観察で画像上悪化例は B）の扱いとする。

る。

B）無症候であっても，狭窄が高度な病変は，早期
にステント治療を中心とした血行再建を目指す。
ステント不能例には，high flow bypass を選択す
文

る。

1） Benati A, Maschio A, Perini S, et al: Treatment of posttraumatic carotid-cavernous fistula using a detachable balloon
catheter. J Neurosurg 53: 784-786, 1980.
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一般的な治療方針は経静脈的血管内塞栓術であり，

2） Benoit BG, Wortzman G: Traumatic cerebral aneurysms.
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Psychiatry 36: 127-138, 1973.

血管内治療不能例のみに外科的治療が検討されるも
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Moron ら

献
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Characteristics and preventive measures of
severe traumatic brain and cervical injury
(TBI & TCI) in Student Judo players
during the last 6 years
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Sport-related head injuries, especially in Judo, are still
remained in common serious problems. Although it is
urgent to reduce a high mortality rate, no detailed information regarding Judo-induced brain injury is yet available in
Japan. In the present study, we investigated to clarify characteristics and preventive measures of Judo-induced TBI
(Traumatic brain injury) school patients in Japan. Over the
last 6-years period from 2006 to 2010, 24 students died and 60
students suffered severe injuries as a result of judo accidents
in junior and senior high schools. The data was collected
from the record of National Agency for the Advancement of
Sports and Health (NAASH) and the all Japan Judo
Federation, and characteristics were studied. Review of the
record revealed that an annual number of student death was
four cases. Among 24 dead students, 15 (62.5%) were in the
first grade of junior and senior high schools. Among the 60
severe injury students, 28 (46.7%) were a freshman in junior
and senior high schools, 21 (35.0%) were a freshman in senior
high school. The incidence of fatality and severe injury were
significantly high in beginners. Seventeen cases (70.8%) of 24
were died from brain injury. At least 9 cases resulted from
acute subdural hematoma. Twenty seven cases (45.0%) of 60
were severe injury from brain and face injury, and 14 cases
(23.3%) were cervical injury. The leading cause of throwing
prior to TBI was Oosotogari (Major Outer Reaping) in 9
patients, to cervical injury was Seoinage (Shoulder Throw)
and Haraigoshi (Sweeping hip throw) were with 10 patients’
cases respectively.
We explored that Oosotogari will cause a coup injury to
beginners, and Seoinage and Haraigoshi will cause a neck
injury to all players.
These results suggest the incidence of basic concept to have
enough protective training such as Ukemi before fighting
and to establish playing rules including safety guard devices
for the prevention of fatal TBI in student Judo players.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

First

2nd

3rd

Total

スポーツによる頭部外傷の特徴は，脳振盪を繰り

Juniorhighschool

7

0

4

11

返すことと，急性硬膜下血腫を起こしやすいことな

Seniorhighschool

8

4

1

13

Total

15

4

5

24

どが挙げられる。従来，ボクシング，アメリカン
フットボール，スノーボードなどのコンタクトス
ポーツやスピードの出るスポーツが急性硬膜下血腫

Fig.1 This graph shows the incidence of fatal accidents
in each grade of Judo player among 6 years.

を起こしやすいとして知られていたが，最近では，

The beginners are related with a high incidence in fatal accident.

ラグビーや柔道などのスポーツもこれらと同様とさ
れている 8,9,11,15,16,17,19,21,24）。
スポーツによる死亡事故の大半は急性硬膜下血腫
が原因で，死亡率は 30〜 50％と高率であることか

First

2nd

3rd

7（1）

6（0）

3（1） 16 （2）

Total

ら 1,18），予防対策が肝要である。予防対策を立てる

Juniorhighschool

ために，事故が起きた状況を十分に検討し，受傷機

Seniorhighschool

21（3） 13（3） 10（2） 44 （8）

Total

28（4） 19（3） 13（3） 60（10）

転とその原因を明らかにしていくことが重要である
が，柔道による頭頚部外傷の報告は数少なく未だ不

Fig.2 This graph shows the incidence of severe accidents in each grade of Judo player among 6 years.

明な点が少なくない 8,9,11,15,16,17,19,21,22,24）。しかし 2012
年 4 月より柔道・剣道などの武道が，学生教育へ導

The beginners and also senior high school students are
related with a high incidence in severe accident.

入がされたという背景から，予防対策の確立は極め
て重要であり早急に行う必要がある。
そこで本研究では，柔道における中学・高等学校

と予防対策についての検討を行った。

で生じた生徒の死亡事故例および重症後遺症例の
データーをもとに柔道による重症頭頚部外傷の臨床
像を明らかにし，予防対策について検討を行った。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕柔道事故件数と性別，事故当時の発症学年分布

2006 年 度 か ら 2010 年 度 ま で の 6 年 間 に 日 本 ス

6 年間の調査期間中に確認できた柔道関連事故件

ポーツ振興センターに寄せられた全国の中学校・高等

数は，日本スポーツ振興センター症例で 80 症例，全

学校の授業および課外授業中に生じた柔道に関する

日本柔道連盟事故報告書例は 40 症例であった。柔道

死亡事故例，重症後遺症例，および上記に重複しな

競技中以外の事故，重複症例，および学生でない症

い 2006 年度から 2010 年度までに 6 年間に全日本柔

例を除き，計 84 症例にて検討を行った。

道連盟傷害補償・見舞金制度において事故報告書に寄

死亡事故数は 24 症例であり，平均発生数は，4.0

せられた中学生・高校生を対象とした。また学生教

症例／年，全例男性であった。重症後遺症者は 60 症

育に武道が導入される前の中学校・高等学校で柔道を

例であり，平均発生数は，10.0 症例／年，男性が 50

行っている学生数を約 85 万人（2005 年度）と推定し

症例，女性が 10 症例であった。

ている

死亡事故発生時の学年分布は，中学 1 年生は 7 人，

22）
。

対象例の年間平均の死亡事故件数・重症後遺症者

中学 2 年生は 0 人，中学 3 年生は 4 人，高校 1 年生

数・性別・事故当時の発症学年分布・死因，死亡原

は 8 人 ，高 校 2 年 生 は 4 人 ，高 校 3 年 生 は 1 人 で

因に頭部外傷が関係すると考えられた症例について，

あった（Fig.1）。

死亡に至った病態・重症後遺症例の受傷部位または症

重症後遺症事故発生時の学年分布は，中学 1 年生

状を検討し，柔道による重症の頭頚部外傷の臨床像

は 7 人（うち女性 1 名），中学 2 年生は 6 人（うち女性
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Head

Face

Neck

UpperLimb LowerLimb

Body

convulsion

LOC

Male

11

9

13

10

3

3

0

1

Female

5

2

1

1

0

0

1

0

Total

16

11

14

11

3

3

1

1

Fig.3 This graph shows the part of severe accidents in Judo player among 6 years.
Head and face, Neck and upper limb are related with a high incidence in severe accident.

0 名），中学 3 年生は 3 人（うち女性 1 名），高校 1 年

況は，乱取り中または試合形式中に生じたものが 5

生は 21 人（うち女性 3 名）
，高校 2 年生は 13 人（うち

症例（31.3％），次いで投げ込み（約束）練習中と後ろ

女性 3 名），高校 3 年生は 10 人（うち女性 2 名）で

受け身練習中が 2 症例（12.5％）ずつであった。

あった（Fig.2）。

また頭部外傷時の柔道技は，大外刈りによるもの
が 3 症例（高校 1 年生が 1 症例，高校 2 年生が 2 症

〔 2 〕主な死亡原因と死亡に至った病態

例），次いで背負い投げが 2 症例（高校 1 年生が 2 症

主な死亡症例数は TBI が 17 症例
（70.8％）
と高く，次

例），他は大内刈り，体落としによるものが 1 症例ず

いで急性心不全は 3 症例（12.5％）
，熱射病は 3 症例

つであった。その他の症例の受傷状況は不明である。

（12.5％）
，その他 1 症例であった。また渉猟可能で

顔面外傷 11 症例の病態の多くは，歯牙欠損が 5 症

あった TBI の主な病態は，急性硬膜下血腫が 9 症例

例（45.5％），眼球損傷が 4 症例（36.3％），次いで聴力

（52.9％）と最も多く，次いで脳挫傷が 1 症例（5.9％）で

障害が 2 症例（18.2％）であった。その受傷状況は，
乱取り中または試合中が，4 症例（36.4％）と多かった

あり，他は病態の詳細が不明であった。

が，寝技中の受傷も 3 症例（27.3％）認めた。またそ

〔 3 〕頭部外傷による死亡 17 症例と受傷機転

の多くは頭部や手，肘による受傷であった。

我々の研究で確認できた頭部外傷時の状況は，乱取

頚椎損傷 14 症例の病態の多くは，脊髄損傷が 9 症

り中に生じたものが 7 症例（41.7％）
，次いで投げ込み

例（64.3％），頚椎捻挫が 5 症例（35.7％）であった。そ

練習中と後ろ受け身練習中が 1 症例ずつであった。

の受傷状況は，14 症例中 7 症例（50.0％）が，試合中

また頭部外傷時の柔道技は，大外刈りによるもの

または乱取り中に生じている。また頚椎損傷時の投

が 6 症例（35.3％：中学 1 年生が 3 症例，高校 1 年生

げ技は，背負い投げまたは一本背負いによるものが

が 2 症例，高校 3 年生が 1 症例）
，他は払い腰による

5 症例（35.7％：中学 2 年生が 1 症例，高校 2 年生が

ものが 1 症例（中学 1 年生）であった。その他の症例

2 症例，高校 3 年生が 2 症例），払い腰によるもが 5

の受傷状況は不明である。

症例（35.7％：中学 1 年生が 1 症例，中学 2 年生が 2
症例，中学 3 年生が 1 症例，高校 3 年生が 1 症例）で

〔 4 〕重症後遺症の原因となった受傷部位または症状

あった。

主な受傷部位は顔面頭部が 27 症例（45.0％）で頭部

他の重症後遺症を生じた部位は，上肢は 11 症例，

のみは 16 症例（26.7％）であった。次いで頚部は 14 症

体幹部 3 症例，下肢は 3 症例であったが，その多く

例（23.3％）
，上肢は 11 症例（18.3％）
，体幹部（背部を

は骨折，脱臼，捻挫や打ち身によるものであった。

含む）3 症例，下肢は 3 症例，痙攣 1 症例，意識障害

1 症例であった（Fig.3）
。

Ⅳ─────────────── 考

〔 5 〕重症後遺症を生じた 60 症例とその受傷機転

察 ─

スポーツによる頭頚部外傷や脳外傷
（以下，
Traumatic

我々の研究で確認できた頭部外傷 16 症例の受傷状

brain injury; TBI）には，それぞれのスポーツ特有の
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ものが存在する。特に 2012 年 4 月より柔道・剣道な

事故発生時の学年は，死亡症例と同様に中学校高

どの武道が，学生教育へ導入がされるという背景か

等学校それぞれの初年時に高く，特に高校 1 年生に

ら，柔道による頭部外傷に注目が集まっている 11,15,16,

極めて高頻度に発生している（Fig.2）。しかし死亡例

17,19,22,24）
。

症例と比較すると重症後遺症の発生頻度は中学に比

スポーツによる頭頚部外傷を予防するなかで最も力

べ練習内容が高度になる高校に多く，またある一定

を入れるべきところは，発生を未然に防ぐことである。

期間練習したと考えられる中学 2 年生および高校 2

なかでも重症頭頚部外傷が発生する可能性があるス

年生に多い。中学 3 年生が少ない理由として高校進

ポーツにおいて，事故が発生する可能性があるスポー

学受験が関係していると推測され，全国中学校体育

ツ環境を早期に改善する対応が極めて重要である。

大会や中学校総合体育大会が終わる夏期まで競技を
行うことから通年行う他の学年より受傷者数が少な

〔 1 〕柔道と死亡原因

いと考えられた。

過去 6 年間に年間平均 4.0 人が死亡している。事故

主な受傷部位は頭部顔面が 27 症例（45.0％：頭部

発生時の学年は，中学校高等学校それぞれの初年時に

外傷例 16 症例
（26.7％）
・顔面外傷例 11 症例
（18.3％））

高く，特に高校 1 年生に極めて高頻度に発生している

と多く，次いで頚部は 14 症例（23.3％），上肢は 11

（Fig.1）
。この結果は過去の報告と同様 15,17,19,22）に，柔

症例（18.3％），と他の部位に比べ高い傾向にあった

道による死亡事故は初心者に生じる可能性が高いこと

（Fig.3）。なかでも頭部外傷 16 症例の受傷状況は，死

を示している。またこの事実から柔道における事故予

亡症例と同様に乱取り中または試合形式中に生じた

防に対する整備が未だに遅れていることを意味し，初

ものが 5 症例（31.3％）と多く，受傷時の柔道技も大

心者に対する事故予防対応が急務であることを意味す

外刈りによるものが 3 症例であった。

る。今回の研究において柔道による死亡例のうち約

顔面外傷 11 症例の病態の多くは，歯牙欠損が 5 症

70.8％が TBI と関与し，約 12.5％が急性心不全や熱

例（45.5％），眼球損傷が 4 症例（36.3％）であり，頭部

射病と診断された。TBI のうち病態が渉猟できた症例

外傷症例と同様に乱取り中または試合中が 4 症例

では，52.9％が急性硬膜下血腫であることが確認でき

（36.4％）と多かった。しかし寝技中に対戦相手の頭
部や手，肘による受傷を 3 症例（27.3％）認めた。

た。このことから柔道においても他のスポーツと同様

頚椎損傷 14 症例の病態の多くは，脊髄損傷が 9 症

に急性硬膜下血腫が多いことが判明した。
頭部外傷受傷時の状況は，乱取り中に生じたもの

例（64.3％）であった。受傷状況は 14 症例中 7 症例

が 7 症例（41.7％）と多いことがわかった。また頭部

（50.0％）が，死亡症例や頭部外傷症例と同様に乱取

外傷時の柔道技は，大外刈りによるものが 6 症例と

り中または試合中に生じていた。しかし頚椎損傷時

多く，うち 5 症例は初年時に生じていた。このこと

の投げ技は，背負い投げまたは一本背負いによるも

から初心者は乱取りなどの試合形式の競技中に，受

のと払い腰によるものが 5 症例（35.7％）ずつであり，

け身を取りにくい大外刈りなど後方に投げられる柔

共に前に投げる技である。また受傷者は初年時に少

道技により頭部を受傷したと考えられ，直接損傷に

なく，ある一定期間練習をしたと考えられる中学 2

より急性硬膜下血腫が生じた可能性が高いと推測さ

年生や高校 2・3 年生に認められた。
このことから重症後遺症者の約 25％を占める頚椎

れる。

損傷症例は，ある一定期間の練習を経た競技者が乱

〔 2 〕柔道と重症後遺症

取り中または試合中に背負い投げなどの前方に投げ

柔道は，格闘技・武道という認識でありながら，

る技により頚椎を損傷したものと推測され，受け身
の際に顎を引くことなく頭部が上方時に畳などにぶ

「受け身技」が存在することから，骨折・打撲などの
怪我は存在しても，命にかかわる重症な外傷は少な

つかり受傷したものと考えられた。

いと考えられているが 25），本研究でも重症後遺症者

これらの結果から柔道による重症後遺症者は頭頚

は 60 症例確認でき，年間平均 10.0 例生じている。

部の受傷だけで約 60％と高頻度であり，永廣ら 15）に

また武道という性質上男性が圧倒的に多い。

よる全日本柔道連盟（以下，全柔連）の報告であるよ
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た報告 13）などに記載された内容を熟知する必要があ

うに受け身練習の徹底が必要である。
米国ではアメリカンフットボール競技中の頭頚部

る。今後はより柔道競技に合せたものに改変する必

外傷のスポーツ環境を調査し改善した結果，脳震盪

要があると考えられる。

や頚椎損傷を予防し，死亡事故や重大事故を減少さ

現在のところ脳震盪を完全に予防できる防具はな

4,23）
。柔道においても頭頚部外傷の受傷機転を

いが，ヘルメットは直接外力を軽減し重症頭部外傷

明らかにすることで，指導内容やスポーツ環境を改

を予防すること 5,6,20）やマウスピースが脳震盪を予防

善することで重症事故を減らせる可能性があると考

することが 5,12）報告されている。しかし一番大切な

えられる。

ことは，競技者が脳震盪の症状を訴えた際に，指導

せた

者は競技を終了させ，早急に医師の診察を受けさせ

〔 3 〕柔道と急性硬膜下血腫

る必要があることを知っておくことである。

スポーツによる頭部外傷は，脳震盪が多いことが
報告されている 2,7）。また脳震盪の発生頻度が高いス

〔 5 〕柔道と頚椎損傷

ポーツは，急性硬膜下血腫の発生も高いことが知ら

永廣ら 15）による全柔連の報告では，頭部外傷と頚

れている 10）。特にスポーツにおける致命的な頭部外

椎損傷が柔道に多いことが指摘されている。また宮

傷は，急性硬膜下血腫が最も多く 1），今回の我々の

崎 14）は頚椎損傷に至らないまでも頚部の損傷が多い

結果においても同様に急性硬膜下血腫の発生が

ことを報告しており，今回の我々の結果においても

65.1％と高いことが判明した。これらのことから急

重症後遺症症例の約 25％が頚椎損傷であった。

性硬膜下血腫の発生した状況から，頭部外傷を予防

スポーツによる頚椎損傷は，アメリカンフット

できる手段を見つけられる可能性がある。過去の報

ボールで多いことが報告されており，特に QB が高

告では大外刈りによる頭部外傷例が高いことが報告

速で衝突する際に前屈頭位による頚椎損傷が指摘さ

15,19）
。実際に我々の研究結果でも，初心

れ，ルールを制定することにより頚椎損傷は減少し

者が乱取りなどの試合形式の競技中に，受け身を取

た 4）。他の競技においてもサッカーのヘディングは

りにくい大外刈りなど後方に投げる柔道技により頭

前額部で正しくボールを処理するように指導され，剣

部を強打した可能性があり，頭部への直接損傷（coup

道は頭部を下げれば面のないところを打たれる可能

injury）により急性硬膜下血腫が生じたと推測される。

性があり頭を下げないように指導されている。

されている

よって初心者が多い学生柔道において受け身が困

柔道においては他のスポーツと異なり受け身の際

難な後方へ投げる大外刈りなどの投げ技を中止する

に顎を引くように指導されているが，本研究の結果

ことは，急性硬膜下血腫の発生を抑えることにつな

よりある一定期間の練習を経た学生柔道競技者が乱

がる可能性があると考えられる。

取り中または試合中に前方に投げる技により頚椎を
損傷したことが判明した。受傷状況から受け身の際

〔 4 〕脳震盪に対する対応

に顎を引かず頭部が上方時に頚椎損傷が生じた可能
性がある。よってある一定期間練習を行った競技者

脳震盪は，軽度の TBI であり，繰り返すことによ
り second impact syndrome な ど の 重 度 の TBI を 生
じる可能性があることが報告されている

に対しても適切な前方への受け身の大切さを啓蒙し，
頚部の諸筋を鍛えることにより頚椎損傷の発生を抑

2,3）
。

脳震盪が生じた際の現場の対応は，先日全柔連よ

えることにつながる可能性がある。

り報告された頭部事故防止・対応マニュアルは，頭
学生柔道競技者や指導者に対して受け身に対する

部外傷を受傷後現場で早期に行うべき対応法が示し
ていることから指導者に有用であると考えられる

知識の啓蒙や初心者への受け身の取りにくい立ち技

15）
。

しかし脳震盪は，上記マニュアルに記載してあるこ

の使用を禁止する等の対応を行うことにより，学生

とのみではないことなどから，American Academy of

柔道において重症頭頚部外傷を減らせる可能性があ

Neurology（AAN）が報告した脳震盪治療についての

り，今後更なる重大事故防止教育を全柔連と日本脳

提言 18）や脳震盪に関する国際会議において発表され

神経外傷学会等で普及させることが大切である。
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11） 小林士朗, 横田裕行, 中沢省三：柔道による急性硬膜下血
腫. 臨床スポーツ医学 7: 411-416, 1990.

Ⅴ─────────────── おわりに ─

12） 松田成俊 , 安保和之 , 増田英人 , ほか：種目別のマウス
ガード：アメリカンフットボール
（フットボール）
. 臨床
スポーツ医学 20
（12）
: 1401-1407, 2003.

学生柔道における重症頭頚部外傷例の詳細な検討
を今後も行い，特に初心者に生じやすい柔道特有の

13） McIntosh AS, McCrory P: Preventing head and neck injury.
Br J Sports Med 39: 314-318, 2005.

技と重大事故に至る外傷との関係やメカニズムの解
明が必要である。初心者が多い学生柔道における柔

14） 宮崎誠司：コンタクトスポーツにおける脊椎損傷, 男子
柔道選手の脊椎障害. 骨・関節・靱帯 13: 247-251, 2000.

道特有の問題点を検討し，頭頚部を強打しない受け

15） 永廣信治, 溝渕佳史, 本藤秀樹, ほか：柔道による重症頭
部外傷. No Shinkei Geka 39: 1139-1147, 2011.

身の練習を徹底させるとともに，重大事故を防止す
べく適切な対応が必要であると考えられる。
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頭部外傷後に脳梗塞を合併した症例の
検討
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Objective : Post-traumatic cerebral infarction (PTCI), an
infarction in well-defined arterial distributions after traumatic brain injury (TBI), is a known complication in patients
with severe head trauma. In this report, we analyzed the
characteristics of cases associated with PTCI, and demonstrated an impact of cerebral infarction on TBI.
Methods : 2780 patients with TBI were admitted to our
hospital from Jan. 1994 to Dec. 2010. In 2780 patients, fiftytwo patients showed cerebral infarction during the hospitalization. We analyzed the characteristics of these patients.
We classified the cause of PTCI into three groups, 1) cerebral
infarction caused with direct traumatic factor, 2) cerebral
infarction as cerebrovascular attack, and 3) miscellaneous
group.
Results : Seventeen cases of the cerebral infarction were
caused by brain herniation. Cases with brain herniation were
excluded from this investigation. Finally thirty-five cases
were enrolled in this study. Cerebral infarction caused with
direct traumatic factors is dominating (19 patients ; 54.3%).
7 patients (20%) had shown traumatic cerebral vasospasm as
a cause of brain infarction. Only 10 patients presented
cerebral infarction for cerebrovascular attack. In these 10
patients, five patients had shown cerebral embolism. TBI associated with cerebral embolism demonstrated poor neurological prognosis. Three patients with cerebral embolism
died during the hospitalization. Totally, 60% of patients with
PTCI suffered from neurological deterioration on discharge.
Conclusion : PTCI aggravates symptoms and neurological
outcome of TBI. Prevention against PTCI is important to
improve the prognosis of TBI.
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A retrospective examination of cases associated
with post-traumatic cerebral infarction

化させる非常に重要な問題である。しかし過去の報

的 ─

告では母集団に違いがあり，また評価対象が限局し

外 傷 後 脳 梗 塞 Post Traumatic Cerebral Infarction

ているものが多いため，頭部外傷全体での外傷後脳

（PTCI）は 1920 年の Meyer による初めての報告 1）以

梗塞の実情は不明である。今回我々は外傷後脳梗塞

降，多くの報告がみられる。頭部外傷患者の 1.9〜

の実情を把握するとともに，脳梗塞の外傷に及ぼす

10.4％に合併 2,3,4,5）するといわれ，神経学的予後を悪

影響を評価するため，すべての頭部外傷症例を対象
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に，入院中に脳梗塞を合併した症例の検討を行った。

Ⅱ─────────────── 方

法 ─

1994 年 1 月から 2010 年 12 月までの 17 年間に，熊
本赤十字病院，脳神経外科に入院した 2,780 例の頭
部外傷患者を対象とした。我々の施設では患者退院
サマリーがデータベース化されており，大分類“頭部
外傷”およびキーワードとして“脳梗塞”および“脳塞
栓症”を使用しデータベース内で検索を行った。頭部
外傷で入院した全患者を対象としたが，この大分類

Fig.1 Distribution of post-traumatic cerebral infarction
according to age.

には慢性硬膜下血腫も含まれており，今回の検討か
らは慢性硬膜下血腫の患者は除外した。

Table 1 Past history of our cases associated with PTCI.
Only one patient had stomach cancer.

病院搬入時に認められなかった梗塞巣が受傷翌日
以降に CT もしくは MRI で確認されたものを脳梗塞

n（％）

PastHistory

と診断した。梗塞による神経症状の有無に関して画
像上の病変と，病変の位置が一致しているものに限

4（11.4％）

Cerebralinfarction

定した。また神経症状とは明確な巣症状と定義し，

valvereplacement

1 （2.8％）

一過性の巣症状のみで，画像上梗塞巣が認められな

af

2 （5.7％）

かったものも除外した。

IHD

4（11.4％）

Heartdisease

単なる意識障害の増悪のみの症例は除外した。また

脳梗塞の原因として，① 外傷に直接起因するも

Malignancy

の，② 脳血管障害としての脳梗塞を入院後合併した
もの，③ その他の 3 群に分類した。外傷に直接起因

1 （2.8％）

af :atrialfibrillation,IHD :ischemicheartdisease

する脳梗塞か脳血管障害による脳梗塞であるかは，梗
塞の出現時期，心房細動等の全身合併症の有無，術
中所見，画像所見等により判断した。さらに外傷に

インの分類に準拠し，脳塞栓症，動脈硬化性脳梗塞，

直接起因するものを，脳ヘルニアによる，外傷性血

ラクナ梗塞に分類した。ただし血管障害としての脳

管攣縮，血管の直接損傷による，頭蓋内亢進に伴う

梗塞合併例は外傷性の要因が除外できたものに限定

ものに分類した。今回の検討で局所的な頭蓋内血腫

した。どうしても脳梗塞の原因が同定，推察できな

や脳実質病変に近接する皮質動脈領域に梗塞巣が出

い症例および頭蓋外に原因が存在するものは，③ そ

現した症例を認めた。これは頭蓋内圧亢進に伴う局

の他に分類した。

所的な脳還流圧の低下による脳梗塞と判断し，頭蓋
内圧亢進による脳梗塞とした。重度の脳ヘルニアに

Ⅲ─────────────── 結

伴う脳梗塞は，脳梗塞の前に重度の脳浮腫，頭蓋内

果 ─

血腫等の強い脳損傷が既に存在しているということ

2,780 例の頭部外傷患者のうち脳梗塞を合併したも

であり，今回の脳梗塞が神経外傷に与える影響を検

のが 52 例みられた。脳ヘルニアに伴う脳梗塞が 17

討するといった趣旨からは外れていると考えた。ま

症例あり，これを除外した 35 例（全体の 1.3％）に検

た急激に状態が悪化した患者においては入院後の画

討を行った。性差は 22：13 と男性に多くみられた。

像検査が行われないことも多々あるため，脳ヘルニ

年齢は 1 歳〜98 歳までに分布し，平均年齢は 65.1 ±

アに伴う梗塞は最終的な検討からは除外した。血管

23.5 歳であった（Fig.1）。大部分は 70 歳代の症例で

障害としての脳梗塞合併例は血管障害治療ガイドラ

あったが未成年の症例も 4 例認められた。既往とし
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Table 2 Main diagnosis of cases on
admission

(n)
acutesubduralhematoma

12

cerebralcontusion

9

epiduralhematoma

6

skullfracture

3

traumaticSAH

2

contusionalhematoma

2

carotidinjury

1

Table 3 General complications
during the hospitalization

sepsis

2 （5.7％）

pneumonia

6（17.1％）

DIC

2 （5.7％）

MOF

1 （2.8％）

symptomaticepilepsy

3 （3.6％）

af

2 （5.7％）

saltwastingsyndrome

1 （2.8％）

Fig.2 Causes of post-traumatic cerebral infarction.
Cause of cerebral infarction was claccified into three subgroup.
ICH: cerebral infarction due to intracranial hypertension.

例），頚部頚動脈損傷（1 例）であった（Table 2）。CT
で外傷性くも膜下出血のみを認めた患者は 2 例で
あったが，主病変に加え 19 例（54.3％）に外傷性くも
膜下出血を合併していた。
入院後保存的加療が行われた患者は 22 例（62.8％）
であり 13 例（37.2％）に手術が行われた。手術の内訳
は開頭血腫除去術（9 例），外減圧術（2 例），頭蓋形成
術（1 例），血管形成術（1 例）であった。入院後 8 例
（22.8％）に感染性の合併症が認められ，2 例に DIC，

1 例に多臓器不全が認められた（Table 3）。

DIC :diffuseintravascularcoagulation,MOF :multi-organfailure,af:
atrialfibrillation

今回の研究で，外傷後の脳梗塞の原因として外傷
に伴うものが 19 例（54.3％）と最も多く，血管障害と
しての脳梗塞合併例が 10 例（28.6％），その他が 6 例
（17.1％）であった（Fig.2）。血管障害としての脳梗塞

て脳梗塞を有する患者が 4 例（11.4％）
，心疾患を有

の合併例は入院患者全体でみると 0.36％にしかなら

する患者は 7 例（弁置換術後 1 例，心房細動 2 例，虚

なかった。脳ヘルニアに伴う脳梗塞を除外すると外

血性心疾患 4 例）であった。悪性腫瘍の患者は１例の

傷後の脳血管攣縮に伴うものが７例（20％）と最も多

みであった（Table 1）
。抗血小板療法，抗凝固療法が

かった。外傷に伴うものとして直接的な頭蓋内血管

行われていた患者は 5 例のみであり，全例入院後休

の直接損傷によるものが 7 例認められた。頭蓋内圧

薬していた。

亢進による脳梗塞は 5 例（14.2％）であった。
通常の脳梗塞を合併した症例のうち，脳塞栓症（5

外傷の原因は高齢者が多いことを反映し，転倒，
転落が多く（21 例）
，以下，交通外傷（10 例）
，直接損

例）と多く，ラクナ梗塞（3 例），アテローム血栓性脳

傷（3 例），スポーツ外傷（1 例）の順であった。入院時

梗塞（2 例）がこれに続いた。その他では外傷による

主病名は急性硬膜下血腫（12 例）が最も多く，以下，

血圧低下後に脳梗塞を合併した症例が 3 例，直接的

脳挫傷（9 例），硬膜外血腫（6 例）
，頭蓋骨骨折（3

な頚部頚動脈損傷（刺傷による）による脳梗塞が 1 例

例），外傷性くも膜下出血（2 例）
，挫傷性脳内血腫（2

認められた。
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Fig.4 Glasgow Coma Scare (GCS) on admission.
Fig.3 Arteries related to cerebral infarction.
MCA: middle cerebral artery, LSA : lenticulostriate artery,
PCA: posterior cerebral artery, ACho : anterior choroidal
artery

Table 4 Regions of cerebral infarction

Cerebrum

multiple

12

frontal

3

parietal

3

temporal

2

posterior

1
5

basalganglia
（putamen）

環系の病変は小脳 1 例，脳幹（橋）1 例のみであり，大
部分はテント上の病変であった（Table 4）。

（4）

入院時 GCS は 8 以下の重症例は 9 例（25.7％）であ

1

り，残り 26 例（74.3％）はすべて GCS 12 以上であっ

cerebellum

1

た（Fig.4）。ところが脳梗塞による神経症状が退院時

pons

1

coronaradiata
posteriorcirculation

Fig.5 Modified Rankin Scale (mRS) on discharge.

combinedlesion

まで残存した症例が 21 例（60.0％）にみられ，退院時
の神経学的予後は mRS 4 以上の予後不良例が 24 例

6

（68.5％）に及んだ（Fig.5）。特に脳塞栓の 5 例（Table
5）に至っては死亡症例が 3 例みられた。すべて 70 歳
以上の高齢者，転落外傷例であった。4 例には全身
合併症（多臓器不全 1 例，心房細動 2 例，肺炎 1 例）

梗塞の原因血管は大部分が皮質動脈（中大脳動脈

20 例，多発 6 例）であった。脳ヘルニアに伴う梗塞

を合併しており，3 例に入院後持続的な発熱がみら

を除外しているため後大脳動脈に梗塞を合併した症

れていた。また塞栓症患者の 3 例には受傷前より

例は 1 例のみであった。穿通枝領域の梗塞は 8 例で

ワーファリンが使用されていたが入院後休薬してい

認められたが，このうち外側線条体動脈が 4 例，前

た。

脈絡叢動脈が 1 例であった（Fig.3）
。
梗塞の部位は大脳半球が最も多かったが，これは

Ⅳ─────────────── 考

皮質動脈が原因血管として最も多いことを反映して

察 ─

いると考えられた。このうち大脳半球に多発性に梗

外傷後脳梗塞の原因として外傷性くも膜下出血に

塞巣が出現した症例が 12 例と最も多かった。後方循

伴う脳血管攣 6），大脳鎌による動脈解離 7），頭蓋外
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Table 5 Details of cases associated with cerebral embolism during the hospitalization

Age Sex

Cause
of
injury

Diagnosis
on
admission

GCS
mRS
on
（GOS）
admission

PH
BI

CD

ACT

APT

drug
complication fever dehydration
withdrawal

77

M

fall

Skullfracture

14

6（D）

–

–

–

–

MOF

○

○

96

F

fall

ASH

15

6（D）

○

–

–

–

af

○

○

71

F

fall

ASH

15

3（MD）

–

78

F

fall

ASH

13

4（SD）

86

M

fall

ASH

14

6（D）

MVR warfarin

–

–

○

af

–

–

af

warfarin

–

○

–

–

–

○

warfarin

–

○

respiratory
failure

○

○

GCS :Glasgowcomascore,GCS:Glasgowoutcomescore,mRS :modifiedRankinscale,PH :pasthistory,BI :braininfarction, CD : cardiac disease, ACT: anti-coagulation therapy, APT : anti-platelet therapy, ASH : acute subdural hematoma,
MVR :mitralvalvereplacement,af:atrialfibrillation,MOF :multi-organfailure

血管の損傷に伴う塞栓症 8,9）等が報告されている。こ

脳梗塞不合併例での比較検討が行えておらず，今後

れまで外傷後脳梗塞の原因として最も多く報告され

前向き検討も含め，さらなる正確なデータ収集が必

ているものは脳ヘルニアに伴う，主に後大脳動脈，前

要である。

大脳動脈領域の梗塞であり，外傷後脳梗塞の 81〜88％

外 傷 後 脳 梗 塞 の 危 険 因 子 と し て 発 熱 ，入 院 時

2,10）
。良く知られているように脳ヘルニア

GCS，外傷性くも膜下出血の存在，挫傷性病変の存

による機械的な偏位により，後大脳動脈は小脳テン

在，血管攣縮の存在，脳ヘルニアの合併等が報告さ

トで，前大脳動脈は大脳鎌で機械的に屈曲，圧迫が

れている 10,11,12,13,14）。これらの報告は頭部外傷症例の

起こりそれぞれの還流域に梗塞が出現する 1,10,11）。今

なかでも限局した母集団を対象としているものが多

回の我々の研究でも外傷後脳梗塞で一番多いものは

いが，本研究のように頭部外傷例全体を対象にする

脳ヘルニアに伴う脳梗塞であった。脳ヘルニアに伴

と，① 高齢，② 虚血性疾患を有する，③ 手術対象

う脳梗塞を含むと今研究での外傷後脳梗塞の発生頻

となる占拠性病変を有する患者に外傷後脳梗塞が多

度は 1.8％となりこれまでの報告と大差はみられな

く認められた。脳還流圧は，脳還流圧＝平均動脈

い。脳ヘルニアに伴う脳梗塞を除外すると外傷後脳

圧 − 頭蓋内圧によって定義される。脳還流圧が低下

梗塞の発生頻度は非常に少ないことがわかった。非

することに組織へのブドウ糖，酸素の供給が障害さ

常に母集団の範囲が広いことも影響しているとはい

れ，脳虚血の状態になる。脳卒中としての脳梗塞で

え，1.3％程度にしか脳梗塞を合併していなかった。

は，このうち血管閉塞に伴う平均動脈圧の低下が問

このうち最も多いのは外傷に伴うものが最も多く，血

題となり，血管病変の評価，塞栓源の検索，脳梗塞

管障害としての，いわゆる脳梗塞の頻度はさらに低

の二次予防が非常に重要である。しかし外傷時には

いものであった。しかし入院時の GCS は 2／ 3 の症

出血による循環不全，外傷性脳血管攣縮 6）といった

例で GCS 12 以上と比較的良好であったが，退院時

動脈圧低下の要因に加え，頭蓋内圧が亢進するとい

には 60％の症例で神経症状が残存しており，退院時

う非常に大きな問題が生じる。頭蓋内圧が亢進する

mRS 4 以上の予後不良例が 2／3 を占めるなど，合併

ことにより脳還流圧が低下し，脳虚血と同じ病態が

する頻度は少ないものの一旦脳梗塞を合併すると神

出現する。今回の我々の検討で脳梗塞合併症例の主

経学的な予後を悪化させていると考えられた。頭部

病名をみてみると急性硬膜下血腫，硬膜外血腫，脳

外傷後の脳梗塞合併を予防することは非常に重要で

挫傷と頭蓋内圧が亢進する病名が上位にきている。熊

あると思われる。ただし今研究では脳梗塞合併例と

本赤十字病院では手術になった頭部外傷例は頭部外

を占める
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傷例全体の 20％程度であるが，脳梗塞合併症例では

いる。頭蓋内圧亢進は外科的な方法で劇的に改善さ

手術症例の割合は 40％近くに及び，このことも頭蓋

せうる。特に外減圧の有用性については以前より多

内圧亢進が脳虚血に悪影響を及ぼすことを反映して

数の報告があり，外減圧により梗塞の範囲の拡大を

いると思われる。脳ヘルニアに伴う脳梗塞も機械的

防ぐとする報告も多い 11）。また頭蓋内圧の持続的測

な血管の屈曲，閉塞のみが強調されているが，頭蓋

定，救急外来での穿頭術も外傷後脳梗塞を防ぐ有用

内圧亢進に伴う還流圧の低下も十分考慮される必要

な方法であると思われる。本研究では外傷後脳梗塞

があると思われる。さらに動脈硬化性病変を元々有

の原因として脳血管攣縮が最も多かった。近年の大

している場合，血管の還流域が頭蓋内圧亢進の影響

規模研究で頭部外傷の予後不良因子の一つとして外

を受けやすくなることは容易に想像できる。我々の

傷性くも膜下出血が挙げられている。経頭蓋超音波，

検討でも頭蓋内圧が亢進している症例で，皮質領域

持続的脳局所酸素飽和度の測定により早期に脳血管

に梗塞が出現した症例では元々主幹動脈の狭窄が

攣縮を検知し 13,14），血管内治療による積極的な血管

あった可能性がある。本研究では脳梗塞合併例の

攣縮の治療を行う報告 14）もある。本研究でも程度の

28.6％に虚血性疾患の既往を有しており，このうち

差はあれ 19 例に外傷性くも膜下出血を合併してお

の半数に抗血小板，抗凝固療法が行われていた。虚

り，外傷性くも膜下出血の存在が脳梗塞合併の危険

血性疾患の頻度は通常より高いと思われ，脳梗塞の

因子である可能性が示唆された。我々は血管攣縮へ

原因が外傷由来としても，元々内在する危険因子が

の積極的な関与，予防的な治療が脳梗塞の合併，神

外傷時の脳梗塞の危険性を増大させていると考えら

経予後の改善に繋がる可能性があると考えている。

れる。もともと動脈硬化を有する患者に外傷による

今回の研究で特徴的だったのは塞栓合併症例の予

循環不全，頭蓋内圧亢進を合併することにより脳梗

後が極めて不良であったことである。全例全身状態

塞の危険性がさらに高まり，また梗塞に至らずとも

が不良な患者で DIC 等を合併し，抗凝固療法の再開

神経予後を悪化させている可能性は十分に考えられ

に難渋したような症例である。逆に言えば全身状態

る。また外傷により抗凝固，抗血小板療法の中止を

が安定し早期に抗凝固療法が再開された患者では外

余儀なくされることも脳梗塞に悪影響を及ぼしてい

傷後に脳塞栓の合併はなかった。現在どの時期に再

ると考えられる。上記のごとく外傷後脳梗塞には

開するかの明確な指針は出ていないが，可能な限り

様々な要因が複雑に絡み込んでくるため，脳梗塞の

早期に抗凝固療法を再開することが望まれる。ワー

原因を最終的に判定することに難渋した症例が存在

ファリン再開時に治療域になるようワーファリンを

した。最終的には脳梗塞の出現時期，臨床経過，画

調整することに時間がかかることがある。近年発売

像所見，心電図の所見もふまえて診断を下した。脳

されたガビガトランは非弁膜性心房細動を有する患

梗塞の原因判定のためには脳梗塞の危険因子を入院

者に，早急に抗凝固作用を得たい場合には有用であ

時より厳密に評価することが非常に重要である。し

る可能性があるが，その使用には現時点では慎重に

かし実際問題として外傷急性期より MRI 撮影，頭部

なる必要がある。

造影 CT は困難なことも多く，必ずしも全例に行え
るわけではないが，脳梗塞の高リスク患者には積極

Ⅴ─────────────── 結

的に試みたほうが良いと考えている。高リスクの判
定には現在脳梗塞の二次予防に使用されている

CHADS 2 スコア

15）
，ABCD2

スコア

語 ─

発生する頻度は少ないものの外傷後に合併した脳
梗塞は神経，生命予後を悪化させるため，その重要

16）が有用かも

性は良く認識される必要がある。虚血性疾患の既往

しれない。
脳梗塞の発生を防ぐ上で一番重要であるのは前述

を有する高齢者は厳重な管理と脳梗塞危険因子の評

の通り脳還流圧を維持することにある。外傷に伴う

価が望まれる。梗塞の予防のためには頭蓋内圧の管

循環不全を是正する，頭蓋内圧亢進を改善させるこ

理を筆頭として適切な外傷の治療が行われることが

とが必要である。つまりは通常の外傷の治療をきち

必須であるが，できるだけ早期での抗凝固，抗血小

んと行うことが，それだけで脳梗塞の予防になって

板療法の再開も重要である。
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重症頭部外傷の臨床像：

びまん性脳損傷と局所性脳損傷との比較
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Clinical presentation of severe head injury :
Comparison between diffuse
and focal brain injury

Introduction : To fully understand the pathology of head
injury, we categorize severe head injury on the basis of
injury type, and we compare clinical factors and biochemical
markers between groups.
Subjects : A total of 55 patients with a mean age of 54.9
years (range, 15 – 84 years) were enrolled in the study after
excluding those who died within 24 h of arrival, those with
cardiopulmonary arrest on admission, and those with a
Glasgow Coma Scale (GCS) score of ≤ 8.
Methods : Patients were divided into groups on the basis
of diffuse injury (D), evacuated mass lesion (E), and nonevacuated mass lesion (NE) in accordance with National
Traumatic Coma Data Bank (TCDB) computed tomography
(CT) scan classification. Factors such as age, sex, GCS value,
cause of injury, mortality rate, Glasgow Outcome Scale
(GOS) value, coagulation factors, inflammatory condition,
and escaped enzymes were compared, and the Student's ttest was used for statistical analysis.
Results: The number of patients in groups D, E, and NE
was 28, 26, and 1, respectively. The mean age was 52.3
years and 58.8 years in groups D and E, respectively. With
regard to cause of injury, group D had an overwhelmingly
high rate of traffic-related injury. The mortality rate was
7% in group D and 23% in group E. A comparison of
biochemical markers revealed that while LDH was significantly high in group D, group E had significantly high
stress index (Glu/K) levels. In addition, group E tended to
have more severe coagulation abnormalities.
Discussion : Group D patients were characterized by relatively young age and high-energy trauma. Despite minor
coagulation abnormalities and a low mortality rate, the
patients had poor functional outcome. On the other hand,
group E patients presented with multifactorial injuries,
such as different forms of hematomas, and it was therefore
difficult to identify specific characteristics.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─
重症頭部外傷の病態に関して，頭蓋内圧（intra

cranial pressure; ICP）以外に，凝固線溶系や全身の

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕 TCDB 分類による各評価項目の比較

炎症マーカーなども大きな予後規定因子であること

D 群：28 例，E 群：26 例，NE 群：1 例であり NE

が以前から知られている。また，頭部外傷では，び

群 1 例は除外し，最終的に登録されたのは 54 例で

まん性脳損傷と局所性脳損傷とで臨床像が大きく異

あった。対象患者の臨床的特徴を Table 1 に示す。D

なることも，病態を把握する上で重要とされている。

群 16／28 例に ICP センサーを留置したが，鎮静，気

今回，重症頭部外傷例を病態別に分類し，各々の群

管内挿管下での内科的加療にても ICP が 30 mmHg

の臨床的因子および各種 biochemical marker 等に関

を超えた症例は 2／ 28 例あり，若年者には両側減圧

して比較検討を行った。

開頭術，高齢者には両側脳室ドレナージ術を追加し
て ICP の制御を行った。この 2 例はいずれも退院時
転帰は予後良好群に含まれた。E 群には 19／26 例に

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

ICP センサーを留置し，11／26 例に初療室にて緊急

2009 年 11 月から 2011 年 12 月までに当院に搬送

穿頭血腫ドレナージ術を行い，22／26 例に開頭血腫

された，Glasgow Coma Scale（GCS）
：8 点以下の重

除去術を施行した。平均年齢は D 群 52.3 歳，E 群

症頭部外傷患者で来院時心肺停止状態および 24 時間

58.8 歳で有意差なく（p=0.30），男女比は D 群 1.8：1，

以内死亡を除く 55 例を対象とした。当施設では，

E 群 2.7：1 で男性に多い傾向があったが，両群間に

GCS 8 以下の重症頭部外傷例には，原則，初期治療

有意差はなかった（p=0.34）。来院時 GCS も有意差は

室にて穿頭して ICP センサー挿入と同時に硬膜下ド

認めなかった（p=0.83）。受傷機転は D 群で交通外傷

レナージを留置し，ICP を指標とした内科的治療あ

の比率が圧倒的に高く，転落による受傷は E 群で 8

るいは追加の外科的治療（減圧開頭術，脳室ドレナー

例認めたが，D 群では 1 例も認めなかった。血液検

ジ術）を行っている。対象年齢は 15〜84 歳（平均 54.9

査の比較では，LDH が D 群で有意に高値（p=0.01），

歳）で，Traumatic Coma Data Bank（TCDB）の CT

Stress Index（Glucose ⁄ K）が E 群で有意に高値（p=

分類に基づき，Diffuse injury（D 群）
：25 cc 以上の占

0.006），また E 群で凝固線溶機能障害がより重篤で

拠性病変なし，Evacuated mass lesion（E 群）
：外科的

ある傾向であったが有意差はなかった（p>0.05）
。そ

に手術された占拠性病変，non evacuated mass lesion

の他の各種逸脱酵素や炎症マーカーにおいては各群

（NE）
：外科的に切除されなかった 25 cc 以上の占拠性

で明らかな差異はなかった。死亡率は D 群 7％，E

病変の 3 群に分け 8），年齢，性，来院時 GCS，受傷

群 23％であったが，退院時転帰は GOS での予後良

機転，死亡率，Glasgow Outcome Scale（GOS）に加

好群（GOS: GR + MD）は D 群 32％，E 群 42％であ

え ，血 糖 値 ，血 清 カ リ ウ ム 値 や 凝 固 線 溶 系 （ PT，

り，E 群では死亡率は高いものの，予後良好群の割

APTT， PT-INR， Fibrinogen， FDP， D-dimer），逸

合は D 群に比して多い傾向であった（Fig.1）。本検討

脱酵素（LDH，CK）
，炎症マーカー（CRP）について

におけるびまん性脳損傷の死亡例は 2 例であった。1

びまん性脳損傷と局所性脳損傷とで比較検討した。ま

例は ICP センサー留置直後の ICP が 50 mmHg と高

5,9）
（血

値で頭部 CT 上急性脳腫脹を認めており，急性脳腫

糖値を血清カリウム値で除した値）が報告されてお

脹が死因であった。もう 1 例はバルビツレイト療法

り，これも評価項目に加えた。さらに D 群，E 群を

中の急性呼吸窮迫症候群（acute respiratory distress

それぞれ予後良好群〔 good outcome group（G group）
：

syndrome; ARDS）が死因であった。

た交感神経性反応の指標として Stress Index

GOS で GR + MD〕と不良群〔 poor outcome group（P
group）
：GOS で SD + VS + D〕に分けて各評価項目を

〔 2 〕予後良好群と不良群の比較

検討した。統計には Student-t 検定を用い，p<0.05

予後良好群と不良群の比較では年齢，性差は両群
で差はなく，来院時 GCS に関しては D 群では予後

を有意差ありとした。
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Table 1 Clinical characteristics in patients with diffuse brain injury and evacuated mass lesion

Diffuse brain injury
（n=28）

Evacuated mass lesion
（n=26）

p value

52.3 ± 25

58.8 ± 26

0.3

1.8 :1

2.7 :1

0.34

5.71 ± 1.76

5.61 ± 1.72

0.83

Motorvehicle

23

15

tumble

4

1

Fall>1 m

0

8

other

1

2

PT-INR（％）

1.1

1.12

0.89

APTT（sec）

30.5

30.81

0.83

Fibrinogen（mg/dl）

233.2

272.3

0.24

FDP（µg/ml）

123

188

0.16

D-dimer（µg/ml）

68.7

90

0.37

CRP（mg/dl）

0.1

0.99

0.15

LDH（IU/L）

445

334

0.01

CK（IU/L）

307.5

241.1

0.78

K（mEq/l）

3.58

3.51

0.45

Glucose（mg/dl）

148.3

186.7

0.001

Stress Index（Glu/K）

42.3

53.3

0.006

ICPmonitoring（No.）

16

19

Emergencyburrholesurgery（No.）

0

11

CraniotomyforevacuationofASDH（No.）

0

22

Extraventriculardrainage（No.）

1

0

Bifrontaldecompressedcraniotomy（No.）

1

0

7

23

Characteristics
Age（mean ± SD）
Male:Female
GCS（mean ± SD）
Causeofinjury

Biochemicalparameter

Treatment

Others

Mortality（％）
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Fig.1 Graph showing GOS in Diffuse brain injury (left) and Evacuated mass lesion (right).
GOS : Glasgow Outcome Scales, D : Diffuse brain injury, E: Evacuated mass lesion, GR : Good
recovery, MD : Moderate disability, SD: Severe disability, VS: Vegetative state, D: Death

めず，E 群では有意に予後不良群で高値であった（E

Table 2-a GCS in patients with good outcome and poor
outcome in diffuse brain injury and evacuated mass
lesion. Mean ± SD

群：G group 88.8 mg ± 78.0 mg/dl，P group 259.5 ±

225 mg/dl，p=0.032）。D-dimer も D 群では予後良好

Good outcome

Poor outcome

p value

群と不良群で有意差は認めず，E 群では有意に予後

D

7.11 ± 0.78

5.05 ± 1.72

0.002

不良群で高値であった（E 群： G group 44.4 mg ±

E

6.36 ± 1.57

5.07 ± 1.67

0.056

38.1 mg/dl，P group 123.1 ± 118.8 mg/dl，p=0.046）。
つまり E 群では FDP，D-dimer とも予後不良群で有
意に高値であったが D 群では有意差を認めなかった

Table 2-b FDP in patients with good outcome and
poor outcome in diffuse brain injury and evacuated
mass lesion. Mean ± SD

Good outcome

Poor outcome

p value

D

65.2 ± 57.5

150.0 ± 154.9

0.12

E

88.8 ± 78.0

259.5 ± 225.1

0.032

（Table 2-b, c）。その他 biomedical marker に関しては
予後良好群と不良群で有意差を認めたものはなかっ
た。

Ⅳ─────────────── 考

重症頭部外傷の病態，治療，予後を考える際に，

Table 2-c D-dimer in patients with good outcome and
poor outcome in diffuse brain injury and evacuated
mass lesion. Mean ± SD

Good outcome

Poor outcome

p value

D

39.2 ± 35.7

82.6 ± 74.8

0.11

E

44.4 ± 38.1

123.1 ± 118.8

0.046

察 ─

びまん性脳損傷と局所性脳損傷とで臨床像が大きく
異なることも，病態を把握する上で重要とされている。
重症頭部外傷に占めるびまん性脳損傷の頻度は

27〜50％と報告されており 10），その受傷機転は交通
事故が圧倒的に多く，転倒，転落は少ない。死亡率
は 20％程度とされ 1），また長期にわたる意識障害な
ど，機能的予後が局所性脳損傷に比して悪いことは，

D : Diffuse brain injury, E: Evacuated mass lesion, Good
outcome(Ggroup):GR+MD,Pooroutcome(Pgroup) :
SD+VS+D

我々脳外科医が日常で感じていることであると思わ
れる。我々の今回のシリーズでは，びまん性脳損傷
例は，GCS 8 点以下の重症頭部外傷 55 例中，28 例

不良群で有意に低値であり（G group 7.11 ± 0.78 点，

（51％）であり，これまでの報告と同様の傾向であっ

P group 5.05 ± 1.72 点，p=0.0020），E 群では予後良

た。死亡率は，本シリーズは，来院時心肺停止例や

好群と予後不良群で有意差はなかった（G group 6.36

搬送後 24 時間以内の死亡例を除いているためもあっ

± 1.57，P group 5.07 ± 1.67，p=0.056）（Table2-a）。

てか，2／28 例（ 7％）であり，従来の報告よりも低め

FDP は，D 群では予後良好群と不良群で有意差は認

であったが，予後良好群（GOS: GR + MD）も，9／28
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例（ 32％）であり，局所性脳損傷 11／26 例（ 42％）との

告は多い。高岡ら 15）は，脳挫傷とびまん性軸索損傷

比較においても低い比率であり，やはり意識障害の

の群に分け，D-dimer が予後予測因子となりうるか

継続，高度の高次脳機能障害を長期に後遺する例が

どうか検討し，脳挫傷の群では D-dimer 値が予後と

多かった。局所性脳損傷に関しては，転落，転倒に

関係しているが，びまん性軸索損傷の群では予後と

よる受傷が 9／26 例（ 36％）と多く，高齢者の急性硬

関係していなかったと報告している。本シリーズか

膜下血腫症例が目立ち，以前の報告

7,11）と同様で

らも，局所性脳損傷においては予後不良因子と言え

あった。死亡率は 6／26 例（ 23％）とびまん性脳損傷

るが，びまん性脳損傷においては予後不良因子とは

と比して高値であったが，予後良好群（GOS: GR +

考 え に く い の で は な い か と 推 測 さ れ た 。ま た D-

MD）の頻度も 11／26 例（ 42％）とびまん性脳損傷より

dimer のピークは受傷から 3 時間程度であり，4 時間

も高かった。TCDB の CT 分類では，局所性脳損傷

以降の開頭術は止血が容易で，救命率が上昇した 16）

にびまん性脳損傷が合併した，最も予後が不良であ

報告もあり，病態と凝固線溶機能障害を考慮した治

る症例群は，局所性脳損傷に分類される。このこと

療戦略も重要と考えられた。

も，局所性脳損傷の死亡率が比較的高比率になる原

バイオマーカーは全身に広く分布し，合併損傷な

因と考えられる。局所性脳損傷の予後が良好例は，

どにも影響されるが，今回検討したバイオマーカー

広範な脳挫傷や脳腫脹を伴わない，いわゆる単純型

では，びまん性脳損傷において，局所性脳損傷に比

の急性硬膜下（外）血腫が多く，予後不良（死亡）例は

して血清 LDH 値が有意に高値であった。血清 LDH

びまん性脳損傷を伴う局所性脳損傷が多数を占めて

は糖の代謝に関わる酵素の一種で，体内のほとんど

いた。

の組織に存在し細胞障害の指標とされ，特に肝疾患，

予後予測因子であるが，びまん性脳損傷において

心疾患，筋疾患で有用とされるが，ラットの脳組織

は，来院時 GCS，瞳孔異常，頭部 CT 上の外傷性く

の引き伸ばし損傷（stretch-induced injury）で LDH が

も膜下出血の存在，頭蓋内圧の高値などが報告されて

放出される 2）や，神経組織にせん断力が働くと LDH

いる 3,6,10,20）。また重症頭部外傷データバンク 19）では，

が放出 4）されるという報告もある。今回の検討では

45 歳以上，Injury Severity Score（ISS）32 点以上，CT

症例数も少なく，TCDB での CT 分類が困難さの問

での中脳周囲槽の異常所見やくも膜下出血の存在，ヘ

題もあって議論の余地はあるが，本シリーズから，

マトクリット 38％以下，血糖 200 mg/dl 以上，血清

血清 LDH がびまん性脳損傷の重症度の新しい指標

カ リ ウ ム 3.9 mEq/l 以 上 ， Fibrinogen 170 mg/dl 以

になり得る可能性も考えられる。一方，局所性脳損

下，などが予後不良因子として挙げられている。凝

傷では，Stress Index（Glu ⁄ K）が有意に高値で，また

固線容系に関しては，頭部外傷では他部位損傷と比

凝固線溶機能障害がより重篤である傾向であった。

して凝固線溶系の異常を伴いやすく，D-dimer，FDP

Stress Index は，血中カテコールアミン濃度と相関し

の高値が脳損傷の程度や広がりを反映し，転帰と相

交感神経系の活性により上昇する 5）と考えられ，重

関する 14,18），また入院時の PT，APTT，PT-INR が

症くも膜下出血 13）で上昇するとの報告がある。本シ

重症頭部外傷患者の予後予測因子として使用できる

リーズにおいて局所性脳損傷で有意に高値であった

可能性があるという報告も見受けられる

12）
。今回の

が，局所性脳損傷の病態として，重症くも膜下出血

我々の検討では，過去の報告と同様，びまん性脳損

と 同 様 の 急 激 な 頭 蓋 内 圧 の 亢 進 ，ま た い わ ゆ る

傷は予後不良群では来院時 GCS が有意に低かった一

global cerebral ischemia といった病態を反映してい

方，局所性脳損傷では来院時 GCS に有意差はなく，

るのかもしれない。

来院時 GCS 低値がびまん性脳損傷の予後不良因子に

重症頭部外傷の治療の中で，特にびまん性脳損傷

なり得ると考えられた。凝固線溶系に関しては，本

における ICP 亢進に対する適正な処置には苦慮する

シリーズにおいてびまん性脳損傷と局所性脳損傷の

場合も多い。今回のシリーズでは，経過中に ICP

比較では，局所性脳損傷で凝固線溶機能障害がより

30 mmHg を超えた 2 例に対して，両側減圧開頭術

重篤である傾向であった。重症頭部外傷において，

（ 14 歳，男性），脳室ドレナージ術（ 78 歳，男性）を

凝固機能異常は予後不良因子である 12,14,17,18,19）との報

行い，以後の ICP の制御が可能となった。本シリー
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ズのびまん性脳損傷での 2 例の死亡原因は，来院時

7） Marshall LF, Toole BM, Bowers SA, et al: The National
Traumatic Come Data Bank. Part 2: Patients who talk and
deteriorate: Implications for treatment. J Neurosurg 59: 285288, 1983.

からのコントロール不能な脳腫脹の継続と，バルビ
ツレート長期投与による ARDS であった。当院で

8） Marshall LF, Marshall SB, Klauber MR, et al: A new classification of head injury based on computerized tomography. J
Neurosurg 75 (suppl): S14-S20, 1991.

は，長期にわたる低体温治療やバルビツレート療法
に合併症，管理の困難さも考えて，これらの治療法
に固執せず，制御困難となった ICP 亢進に対して

9） 松川東俊, 篠田正樹, 藤井本晴, ほか：瀰漫性軸索損傷患
者における脳梁傷害部位の検討：臨床的特徴と転帰. 神
経外傷 33: 222-227, 2010.

は，機を逸せず外科的介入の可能性をまず考慮する
方針としており，さらなる死亡率の低下に繋がると

10） Prat R, Calatayud-Maldonado V: Prognostic factors in posttraumatic severe diffuse brain injury. Acta Neurochir (Wien)
140: 1257-1261, 1998.

考えている。

11） Reilly PL, Graham DI, Adams JH, et al: Patients with head
injury who talk and die. Lancet 2: 375-377, 1975.

Ⅴ─────────────── おわりに ─

12） Salehpour F, Bazzazi AM, Porhomayon J, et al: Correlation
between coagulopathy and outcome in severe head trauma in
neurointensive care and trauma units. J Crit Care 26: 352356, 2011.

びまん性脳損傷は，比較的若年で高エネルギー外
傷によるのが特徴で，凝固機能異常は生じにくく，
死亡率は低いが機能予後は不良であると言える。局

13） 佐藤章：重症くも膜下出血急性期の病態と治療. 脳外 7:
24-31, 1998.

所性脳損傷では，血腫の形態の差異など，病態がさ

14） Bredbacka S, Edner G: Soluble fibrin and D-dimer as detectors of hypercoagulability in patients with isolated brain
trauma. J Neurosurg Anesthesiol 6 :75-82, 1994.

らに多因子的であって一元的な特徴は捉えにくい。重
症頭部外傷の予後予測因子として凝固線溶機能障害
の報告が多いが，局所性脳損傷においては予後不良

15） Takaoka M, Tabuse H ,Tohma Y, et al: Coagulationfibrinolysis activity is not accelerated in patients with diffuse
axonal injury. JJAAM 15: 243-249, 2004.

因子となりえるが，びまん性脳損傷においては予後
不良因子とは考えにくい。

文

16） 高山泰広, 小関一英, 小井土雄一, ほか：頭部外傷受傷早
期の凝固線溶系異常. バイオメディカル 18: 19-25, 2008.
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severe traumatic brain injury: a prospective study. J Trauma
66: 55-62, 2009.
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当科の治療方針

MASAHIRO KAMEDA1, JOJI ISHIDA1, AYUMI NISHIDA1,2
SHIGEKI ONO1,3, ISAO DATE1

亀田 雅博 1

石田 穣治 1

西田 あゆみ 1,2

小野 成紀 1,3 伊達 勲 1
1

岡山大学大学院 脳神経外科

2

香川労災病院 脳神経外科

3

川崎医科大学 脳神経外科学２

Key words :
Penetrating brain injury
Foreign bodies
Surgical repair
Titanium plate

Received October16,2012
Accepted December25,2012
Neurotraumatology 35 : 125 –129, 2012

1Department

of Neurological Surgery, Okayama University Graduate
School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
2Department of Neurological Surgery, Kagawa Rosai Hospital
3Department of Neurological Surgery 2, Kawasaki Medical School

Background : Although penetrating brain injury is relatively
rare, this should be treated with the appropriate strategy.
Showing our recent two cases, we would like to show our
therapeutic strategy for this injury.
Case Report: Case No.1; Working in a factory, a 65-yearold man felled down and a steel column penetrated his
neck. This steel column was removed and he was transferred to our emergency room. At the arrival, his consciousness was slightly impaired. After the procedure of neck
wound, he was getting drowsy. Because brain CT revealed
skull base fracture and intracranial hemorrhage in the left
frontal lobe, an emergency operation was performed. Case
No.2 ; After drinking alcohol, a 54-year-old man fell down
in the garden and a gardening strut penetrated his left
orbita. Without removing the gardening strut, he was
transferred to our emergency room. At the arrival, he was
alert, but, his eye of movement (EOM) was limited to the
all directions. Brain CT revealed the edge of the gardening
strut was in the intracranial, and a broken tip of skull bone
was invaginated into the frontal lobe. Intracranial air and
hemorrhage are also found in the frontal lobe and in the
ventricles. 3DCTA and 3DCTV revealed no damage of the
major vessels. Under the general anesthesia, bicoronal
craniotomy was performed and the damaged dura was
removed. Then the gardening strut was removed from the
outside of clean operation area, and the invaginated tip of
skull bone was also removed. The damaged dura was
repaired by pericranial flap and the defect of the orbital
roof was repaired by a titanium plate. Disorder of EOM
disappeared one month after the operation and EOM has
not been got worse even one year after the operation.
Discussion & Conclusion: To treat penetrating brain injury,
proper operation strategy, proper major vessels evaluation
before operation and proper infection control as well as
prevention of cerebrospinal rhinorrhea after operation are
required. In the operation for penetrating brain injury, using
foreign bodies such as a titanium plate to repair the bone
defect of the orbita may be controversial, however, this
method would be useful for the long term preservation of
EOM.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─
穿通性頭部外傷は，全頭部外傷の 0.4％という比較
的稀な疾患ではあるが 1），適切な診断と治療が求め
られる。最近我々は 2 例の穿通性頭部外傷を経験し
たので，文献的考察と併せて当科の治療方針を報告
する。

Ⅱ─────────────── 症例提示 ─
症例 1： 65 歳，男性。鉄骨が頚部から顔面に向け
て刺さった。鉄骨は抜かれた状態で救急外来に搬送
された。来院時 JCS-1，GCS 15（E4V5M6）。右側顎
下部に 2 cm，左側頬部に 1 cm（いずれも深さ 7 cm）
の刺創を認めたため，まず耳鼻科にコンサルトされ
た。 刺創部は止血されており，異物は認めなかった

Fig.1 Case 1; Preoperative brain CT revealed a tip of
skull bone was invaginated in the left frontal lobe.
Intracranial air and hemorrhage were also found in the
left frontal lobe.

ため，生食洗浄の後，ペンローズドレーンを挿入さ
れた。耳鼻科による刺創部処置後より傾眠傾向とな
り，頭部 CT で頭蓋底骨折と左前頭葉に脳内血腫を
認めたため（Fig.1）
，脳外科コンサルト，緊急手術と
なった。血腫ならびに血腫内に存在していた骨片を
摘出し，硬膜挫滅部を硬膜内外から観察し，可能な

skin incision にて Pericranial flap を確保し（Fig.2-d），

限りの硬膜形成を行った。術直後は挿管のまま経過

皮膚を翻転。スパイナルドレーンより排液し脳を

観察とし，頚部の腫脹が落ち着いた 2 日後に抜管し

slack にして両側前頭開頭を行った（Fig.2-e）。支柱が

た。術後経過は良好で，退院時 ADL は自立してお

貫通している左前頭蓋底の視野を確保するため，左

り，術後 4 ヵ月の時点で職場復帰した。

側頭筋を切開剥離し，同部位に開頭を追加した（Fig.2-

症例 2： 54 歳，男性。飲酒後に庭で転倒し，左下

f）。続いて顕微鏡下に左前頭蓋底を脳ベラで慎重に

眼瞼部より園芸用の支柱が刺さった。支柱が刺さっ

剥離していくと，眼窩上壁の内側寄りに支柱が陥入

たまま，救急車で来院。来院時，意識清明であった

しているのが確認できた。異物陥入部の硬膜を剥離

が，左眼は全方向に眼球運動制限を認めた。視力は

し，顔面側から支柱を抜去（Fig.2-g, h, l）。陥入して

保たれていた。頭部 X 線撮影では，支柱が頭蓋底に

いた骨弁も除去した（Fig.2-i）。抜去部には挫傷脳お

達していた。頭部 CT にて，支柱は，左眼窩下縁か

よび血腫を認めたが，抜去したことによる出血はな

ら左眼球と外眼筋の間を通過し，眼窩上壁を貫き，

かった。また，抜去に伴い，眼窩側から脂肪組織が

前頭蓋底に達していることが確認された。支柱の先

少し脱出した。続いてゲンタシン生食で十分洗浄し

端は頭蓋内にあり，骨片が前頭葉に陥入していた。

た。脳側に陥入した骨片を除去すると，約 1.5 cm 大

同部位に脳挫傷があり，この支柱の貫通経路の延長

の硬膜欠損部を認めたため，pericranial flap を用い

線上に air を認め脳室内にまで達していた。軽度の脳

て修復した（Fig.2-j）。明らかな髄液漏のないことを

室内出血，interhemispheric fissure に薄い硬膜下血腫

確認し，眼窩上壁の欠損部は将来的な外眼筋の癒着

を認めた（Fig.2-a）
。3D-CTA では脳内主要動静脈に

により眼球運動障害が増悪するのを防止するために

明らかな損傷を認めなかった（Fig.2-b）
。異物除去，

チタンプレートで形成した
（Fig.2-k）
。Pericranial flap

硬膜修復目的に全身麻酔導入後（Fig.2-c）
，スパイナ

で前頭洞露出部を覆い，さらに頭蓋底深部にできるだ

ルドレナージを挿入し手術を開始した。Bicoronal

け敷き込み硬膜と縫合し，型の如く閉創し，手術を終
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Fig.2 Case 2; (a) Preoperative brain CT revealed the edge of the gardening strut was in the intracranial space, and a tip
of skull bone was invaginated into the frontal lobe. Intracranial air and hemorrhage were also found in the frontal
lobe and in the ventricles. (b) 3DCTA and 3DCTV revealed no damage of the major vessels. (c) Fortunately, intubation could be performed without removing the gardening strut. (d, e) Pericranial flap was harvested in the bicoronal
craniotomy. (f) Additional craniotomy was performed to get better visualization of the left frontal base. (g, h) The
gardening strut was removed from the outside of clean operation area. (i) The invaginated tip of skull bone was also
removed. (j) The damaged dura was repaired by pericranial flap. (k) The defect of the orbital roof was repaired by a
titanium plate. (l) The gardening strut which was removed in the operation. (m, n) Postoperative brain CT revealed
intracranial hemorrhage was removed and the defect of the left orbita was repaired by a titanium plate.
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了した。術後画像に大きな問題はなく（Fig.2-m, n）
，

亜急性期の外傷性動脈瘤の形成・破裂の危険性が知ら

術後経過は順調で眼球運動障害は術後 1 ヵ月の時点

れていることから，術前と術後亜急性期の 2 回の脳

で消失し，術後 1 年の時点でも増悪は認めなかった。

血管撮影の必要性を強調する報告もある 7）。
硬膜・骨損傷部の修復方法については，重症頭部

Ⅲ─────────────── 考

外傷の治療・管理のガイドライン 4）には，硬膜欠損

察 ─

が大きく縫合閉鎖が困難な場合は，骨膜・筋膜・腱

穿通頭部外傷の治療は，刺入物の除去，頭蓋内血

膜などの自家組織を補填し硬膜形成を行う。術後感

腫の除去，損傷組織の debridement，損傷された硬

染を予防するため硬膜閉鎖は人工物を用いずに修復

膜・骨・皮膚の修復と術後の感染予防がポイントとな

し，汚染創が危惧される場合の頭蓋形成は感染の鎮

る。

静化を待ち二期的に行うことが望ましいと書かれて

Gun shot injury がほとんどない本邦においては low

ある。我々もガイドラインにならい，pericraniumal

velocity での外傷が大半を占めるが，Low velocity な

flap を用いて硬膜損傷部の修復を行っており，欠損

穿通外傷は脳実質の破壊が少ない代わりに，high

部が大きい時は大腿筋膜を採取し修復に用いている。

velocity で高熱な状態で侵入するものと比べて感染

一方で，ガイドラインには，骨損傷部の修復方法に

の危険が高いといわれており 2），感染予防が重要な

ついて具体的な記載がない。眼窩を構成する骨はき

ことはいうまでもない。

わめて非薄であり，特に上壁は外力で容易に骨折を
起こすため，刺入物は眼窩上壁を容易に貫通して前

刺入物の抜去については，de Trevou ら 3）は来院時
すでに抜去されていた者の死亡率が 26％であったの

頭葉底部に達してこれを損傷するといわれている 8）。

に対し，刺さったまま来院した者の死亡率は 11％で

眼窩損傷に対して我々は，外側壁は極論すれば除去

あったと報告している。この理由として，受傷現場

してもかまわないが，内側壁・上壁・下壁は将来的

での刺入物の抜去直後に生じる多量の出血も一因で

な眼球運動障害を予防するためには，修復を行う方

あるが，刺入物を除去する際にシーソー運動や twist

が良いと考えている。今回の症例 2 においては，大

させることにより周囲組織の損傷を拡大するためで

きな脳損傷はなく，予後が期待できる症例と判断，

あると述べている。また，重症頭部外傷の治療・管

眼窩上壁の骨折を放置することで上直筋と硬膜の癒

理のガイドライン

4）では，突き刺さった異物を，手

着が生じ，再び眼球運動障害が出現する可能性を懸

術室に入室する前に除去することは禁忌と考えてよ

念して，チタンプレートで形成し，神経機能を保つ

いとされている。

ように手技を工夫した。眼窩損傷部の形成の際の素

血管損傷の有無の評価については，主要血管損傷

材について，比較的症例数が多い Orbitocranial injury

の評価目的，穿通性外傷時の約 12％に合併する外傷

に関する過去文献によると，骨損傷部の修復につい

性脳動脈瘤の有無を調べる目的で，脳血管撮影は必

て，Polyethylene implants（Medpor®）9）を利用したも

須とする報告もあるが 5），静脈洞，Willis 動脈輪近

の，calvarial bone 10）を利用したものが報告されてい

傍などの大血管損傷が強く疑われる場合以外は，必

るが，長期間眼球運動が保たれていたか否かの記載

ずしも術前に血管撮影を施行する必要はないという

がなかった。外傷の際に，人工物を用いて修復する

報告もある

6）
。重症頭部外傷の治療・管理のガイド

ことに対して，否定的な意見が多いのは十分認識し

4）では，静脈洞や血管損傷が強く疑われる場

ているが，眼窩吹き抜け骨折の際の眼窩底の再建に

合は，術前に血管撮影を行うこともあるとされてい

あたって，チタンメッシュプレートは，厚さや取扱

る。今回の症例 2 では，前頭蓋底の骨折なので，ま

いが容易な点から眼窩内組織の逸脱に伴う眼球陥凹

ずは 3DCTA と 3DCTV で重要な血管に損傷はない

を予防でき，術後成績が良好という報告があり 11），

か評価し，損傷なしと判断できたので，血管撮影ま

我々も今回チタンプレートを用いて形成を行った。予

では行わなかった。一方で，深部静脈などの損傷が

後が期待できる症例に関しては，長期にわたって神

疑われるときは，血管撮影が必要と考える。また，

経機能が保たれるよう手術手技を工夫するよう心が

血管評価に関しては，一般に穿通性頭部外傷では，

けている。

ライン
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In development of support system for higher brain dysfunction mainly related to traumatic brain injury, Ibaraki
prefecture seemed to have two main problems as follows:
1) network formation among related organizations did not
effectively progress 2) development of support system in
acute and recovery phase was insufficient. Therefore we
started 2 trials to solve these two problems. First, we established “Association of support and cooperation for higher
brain dysfunction in Ibaraki prefecture”, including almost
all related organizations as voluntary sponsors in June
2011, for the main purpose of acceleration of network formation among them. This association already held 3 lecture meetings in a year and actually gave the opportunities
to get friendship among participants. Second, we established a screening system for evaluation of higher brain
dysfunction – i HBF battery – in recovery phase in October
2010. Both trials are still going on and in the future we
would like to start further trials such as establishment of
regional alliance path for higher brain dysfunction, cultivation of life supporter, and so on.

結果 1）
（Fig.1-a）では 40％，平成 21 年 4 月から平成

Ⅰ─────────────── はじめに ─

24 年 1 月にかけての相談支援件数 2）（Fig.1-b）では

茨城県では平成 19 年度に高次脳機能障害者支援拠

39％であり脳血管障害患者を下回るが，2 つの傷病

点機関が設置され，以来県内の支援体制構築が試み

の発症／受傷頻度を考慮すればいかに頭部外傷患者に

られている。茨城県内の高次脳機能障害者全体に占

高次脳機能障害が高頻度に発生しているかが理解さ

める頭部外傷患者の割合は，平成 21 年に実施された

れよう。今回，筆頭著者（以下，著者）が高次脳機能

地域生活支援事業 192 実施機関へのアンケート調査

障害に関連する県事業に参画した平成 21 年度以降を
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Fig.1 Cause of higher brain dysfunction in Ibaraki prefecture.
中心として茨城県下での取り組みの現況と問題点に

力に欠ける組織であったので，実際に高次脳機能障

ついて報告する。

害者支援を遂行していけるいわゆる実働部隊の組織
化（高次脳機能障害者支援事業委員会とワーキンググ
ループ支援コーディネーター会議）と既に確立されて

Ⅱ────────── 支援体制構築の経過 ─

いる地域リハビリテーションネットワーク（以下，地

平成 21 年度高次脳機能障害者支援システム整備協

域リハネットワーク）との連携を平成 21 年度第 2 回

議会（以下，システム整備協議会）の委員として会議

システム整備協議会の席上で提案した。ところが，

に出席し著者の把握した茨城県内の高次脳機能障害

予算の関係で自身の遂行できる範疇に活動を限定せ

者支援における問題点は，以下の 2 点であった。す

ざるをえない支援拠点機関側は，この提案を傾聴す

なわち，

るが実行せずとの態度を示した。さらに地域リハ

1） 支援拠点機関が自身の遂行できる範疇に活動を

ネットワーク（県保健福祉部厚生総務課の管轄）との

限定し，具体的なネットワーク構築に消極的で

連携に関しても，システム整備協議会（県保健福祉部

あること

障害福祉課の管轄）とは管轄が違うとの理由で相互乗

2） 同機関は医師不在の医療福祉施設であるため支

り入れの利用は不可能という態度を県側は示した。

援事業内容が生活期に偏重し，急性期・回復期

〔 2 〕「茨城県高次脳機能障害者の支援と連携の会」

での対策が軽視されていること

の設立と運営

である。平成 21 年度後期から，著者はこの 2 つの問
題点に対して具体的な提案を行い，活動を展開した。

上述の状況を打破しようと，システム整備協議会
および地域リハ支援体制連絡会議の席上で 2 年間に

〔 1 〕高次脳機能障害者支援事業委員会とワーキン

わたって提案を繰り返してきたが，県側・支援拠点

ググループ・支援コーディネーター会議の組

機関側の態度は基本的に変わらなかった。そこで，

織化と地域リハビリテーションネットワーク

当初は県事業としての承認を得ることを想定し準備

との連携の提案

していた上述の組織を平成 23 年 5 月 13 日に「茨城県

システム整備協議会は，支援拠点機関の活動状況

高次脳機能障害者の支援と連携の会」（以下，「支援

を聞き，それに対して有識者として意見を述べるも

と連携の会」）の呼称で任意団体として立ち上げるに

ののそれらが施策に反映されるだけの機動性と影響

至った。同組織は設立時 22 名の世話人，2 名の監
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Fig.2 Screening test battery for higher brain dysfunction in Ibaraki
Prefectural University of Health Science Hospital.
事，3 名の顧問から構成され，事務局（事務局長 1

能障害者の訓練・支援・連携の実際」と仮想事例を設

名，事務局員 5 名）は茨城県立医療大学付属病院に置

けてのパネルディスカッションを行った。さらに平

かれた。なお，個人的には当事者は「支援と連携の

成 24 年 6 月 10 日には第 2 回研修会が水戸市内で開

会」を共につくる一員であるべきと考え，会員登録の

催され，徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研

門戸を開くことを提唱したが，世話人会においては

究部地域医療福祉学分野教授白山靖彦氏による講演

個人情報保護の側面から時期尚早との判断が下り，会

「高次脳機能障害の地域支援ネットワーク ─その科

員は医療福祉関係者にて構成され当事者はオブザー

学と実際─」と当県支援コーディネーター檜山由紀子

バーとして自由参加することとなった。

氏による茨城県内の状況報告が行われた。いずれの

同会の世話人会および設立記念講演会を 6 月 18 日

研修会も多数の参加者に恵まれ，参加者自身の交流
も研修会を通じて深まっている。

に行い，具体的な運営が開始された。この講演会に
おいては「日本外傷友の会」理事長の東川悦子氏を招
き，「高次脳機能障害の支援と連携 ─現状と課題─」

〔 3 〕回復期における高次脳機能障害評価システム
の構築

の演題で講演が行われた。12 月 17 日には第 1 回研
修会がつくば市内で自動車損保協会助成事業との合

残る課題，すなわち支援事業内容が生活期に偏重

同研修会の形で開催され，名古屋総合リハビリテー

し，急性期・回復期での対策が軽視されていることに

ションセンター長谷川真也氏による講演「高次脳機

ついては，まず著者の所属機関（茨城県立医療大学付

132
神経外傷 Vol.35 2012

属病院）において回復期における高次脳機能障害評価

て発展させていくためには，まず院内においてなおも

システムの構築を開始し，中長期的には県内に同シス

定期的な勉強会の開催等による教育啓蒙および改善に

テムを普及させることを目標とした。評価システムに

向けた試行錯誤が必要であることを認識した。

おいては，現場スタッフのマンパワー不足を補い，か
つチーム医療としての各スタッフの責任と自覚を抱か

〔 4 〕支援拠点機関の活動

せ，検査結果を迅速に出すために，短時間で遂行可能

一方，支援拠点機関である茨城県立リハビリテー

かつなるべく標準データの存在するスクリーニングテ

ションセンターも上述した経過状況の中で，先駆け

ストを選び出し，各スタッフが分担してそれらのテス

て活動している各都道府県の支援拠点機関に準じ自

トを行い，持ち寄ったものをカンファレンス時に検討

らの活動を展開していった。まず平成 21 年度より定

することを基本コンセプトとした。

期的な電話相談・巡回相談・支援研修会を開始し継続

平成 22 年 3 月に医師 2 名（脳神経外科／リハ医＝

しているが，例えば初年度 87 件に留まった電話相談

著者，神経内科医＝共同著者（河野）
）・ 作業療法士・

件数が平成 23 年度は 264 件と約 4 倍の増加を示すな

言語聴覚士・臨床心理士・理学療法士・看護師各１名に

ど，着実な成果を挙げている。さらに平成 22 年度は

よりワーキンググループ（以下，WG）を発足した。

高次脳機能障害者相談支援マニュアル（以下，マニュ

WG は週 1 回のミーティングを開催し，① 評価すべ

アル）の作成配布を行った。マニュアルは支援拠点機

き高次脳機能障害の種類およびスクリーニングテス

関の HP 上にも掲載され，自由にダウンロードして

トの選択と各スタッフにおける分担項目の決定，②

活用できるようになっている 3）。平成 24 年度は紹介

各スタッフが記載できる共有評価シートの作成，③

医療機関・福祉施設・事業所の情報を更新すべくマ

スクリーニングテストの結果から適切な標準神経心

ニュアルの改訂作業に入る予定である。また平成 23

理検査選択への指針を示す高次脳機能障害評価フ

年度からは今まで１名であった支援コーディネー

ローチャート（Fig.2）の作成，の作業を行い 7 月初旬

ターが 2 名体制となり，集団療法による生活訓練の

に一応の完成をみた。そこで 7 月中に WG メンバー

実施・支援者連絡会議を新たに開催し県内ネットワー

により各部門へ高次脳機能障害評価システムの概要

クづくりにも乗り出している。

を伝達してもらった後，8 月から 9 月にかけて 2 名
の新入院患者に対して試験的運用によるシステム調
整を行った。またそれと併行して各部門で担当領域
および担当スクリーニングテストに対する小研修会

Ⅲ────── 支援体制構築に向けての課題 ─
「 支援と連携の会 」における今後の取り組み

を複数回開催し，部門内での担当分の知識と手技習

「支援と連携の会」設立の当初の目的は，形骸化し

得を図った。さらに 10 月初旬に院内合同研修会を開

ているシステム整備協議会に代わって実際に取り組

催し，他部門で分担するスクリーニングテストの意

むべき事柄を実践していくことにあった。そしてそ

義や具体的内容等の情報伝達・総括学習を行い，実

れらの事柄の中には支援拠点機関がイニシアティブ

際の運用を開始した。

をとり自ら進めていくべきものも含まれていた。幸

同システムは運用開始から平成 23 年 9 月末までの

いにも「支援と連携の会」設立に至る 2 年の間にそれ

12 か月間で 32 症例に適用されたが，各部門ごとの初

らの事柄のいくつか ─具体的には，相談支援・関係

回評価達成率は，看護師 66％・理学療法士 81％・作

諸機関への連携依頼訪問・支援マニュアル作成など─

業療法士 75％・言語聴覚士 91％・臨床心理士 88％で

は実際に着手され，現在に至るまで継続発展してい

あった。同時期に，システム評価のアンケート調査

る。つまり，時を経るうちに支援拠点機関と「支援と

（全 15 問）を行った。アンケートは回復期リハ病棟に

連携の会」の間には役割分担の関係性が明確となって

関わる看護師・療法士全員
（総数 45 名）
を対象とし，回

きたといえる。

収率は 91％であった。調査の結果，この評価システ

今後「支援と連携の会」の担うべき役割とは，① 高

ムはまだ十分理解され遂行されているとは言い難いこ

次脳機能障害に関わる人々が，お互いの顔がみえて

とが明らかとなり，今後県内共通の評価システムとし

情報・意見交換のできる場を提供する，② 回復期に
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おいては高次脳機能障害評価システムに加え，有効

る。厚生労働省は高次脳機能障害患者支援のために

なリハビリテーションプログラムを構築し連携諸機

平成 13 年度からモデル事業を開始したが，主たる原

関で共有していく（小児例も含む）
，③ 長期的予後評

因傷病である頭部外傷患者を現場で診ているのは他

価・支援継続のためにデータベースを作成管理する，

ならぬ脳神経外科医であり，モデル事業前後から脳

④ 生活期における実際的な日常生活支援システムの

神経外科医自身による高次脳機能障害に対する真摯

導入，⑤ 急性期医療機関に対する高次脳機能障害支

な取り組みが本格化している。支援体制構築という

援体制への参画の促進，が主たるものと考えられる。

観点からは，富田ら 10）が多摩地区において先駆的取

① ②に関しては上述の如く既に着手されてはいる

り組みを展開しているのをはじめ，奈良 11）など各地

が，例えば有効なリハビリテーションプログラム構

における同様の試みが本学会で報告されている。

築に関しては明確な研究デザインに基づいた他施設

茨城県においても支援体制の構築は最重要課題で

共同研究が必要であり，長期間を要する課題のひと

あり，今回支援拠点機関の活動を補助する 2 つの試

つである。③に関しては米国の TBIMS（Traumatic

みを報告し，その成果と問題点及び今後の課題につ

Brain Injury Model System）4）に倣い，最終的には全

いて検討した。

国的規模のデータベースが作成されることが望まし

文

いものの，個人情報保護の観点から情報収集が困難
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Clinical features of patients with head injury
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The authors present two cases of syncope presenting as
falls. A 62-year-old man hit on the forehead after an unexplained fall, whose dissecting aortic aneurysm turned
out the cause of the collapse and a 72-year-old man
presented with chronic subdural hematoma after frequent
falls, whose arrhythmia (sick sinus syndrome) was proved
responsible for the repeated faintness. With a careful
history and physical examination, the victims of syncope
should be detected among a great number of patients with
head injury brought to the emergency departments,
because they require different management from simple
head injury. To get a clue to distinguish them more effectively, the authors compared the clinical features between
1027 patients with head injury after an accidental fall
(group A) and 48 patients with head injury after syncope
(group B). As a result, 221 frontofacial injuries (22%), 43
facial fractures (4.2%), and 801 upper limb injuries (78%)
were found in group A and 18 (38%), 8 (17%), and 16 (33%)
respectively in group B. During a fall, hands and arms are
more often injured, because the upper extremities are
usually extended to protect head and trunk due to postural
reflexes. After syncope, global cerebral hypoperfusion
might restrain those reflexes from working normally and
consequently head and face may get more directly hurt
without upper limbs protection. These results show that
patients with head and face injury after an unexplained
fall, especially when neither hands nor arms are injured,
are most likely to be related with syncope and need further
investigation.
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して頭部を打撲した場合，速やかに意識回復するこ

Ⅰ─────────────── はじめに ─

とから軽度の単純頭部外傷と見做されがちで，主病

失神は臨床医にとって特段珍しい病態ではなく，概

の失神発作が見落とされてしまう恐れがある。特に

して予後良好なため注目されることはあまりない。ま

心原性失神は予後不良なことが多いため，見逃すと

してや，頭部外傷との関連について議論されること

その後の対処を誤りかねない 2,3）。したがって，神経

は殆どないと思われる。ところが，失神により卒倒

外傷を扱う医師は，syncope presenting as falls と呼
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Fig.1 62-year-old male barber presented with head injury
after an unexplained fall to the emergency department.
He had already come to on arrival and CT was normal. Just
after he was discharged from the hospital, he passed out
again.
A. CT showed subgaleal hematoma on the forehead.
B . Chest x-ray revealed a thoracic aortic aneurysm (arrows).

ばれる，転倒の背後に潜む失神に対しても，慎重な
対応が必要である 12）。
そこでまず初めに，我々が経験した，失神の診断
が遅れた頭部外傷の 2 例を報告する。

Ⅱ─────────────── 症

Fig.2 72-year-old male resident of a nursing home
presented with frequent falls.

例 ─

CT revealed chronic subdural hematoma and surgery was
scheduled for the next day. Next morning, he had a sudden
cardiac arrest.
A. CT revealed chronic subdural hematoma.
B . Post-cardiac arrest CT demonstrated the loss of density
of the white matter with brain swelling.
C . Electrocardiography (ECG) on the admission revealed
junctional rhythm.
D. ECG monitor showed sudden cardiac arrest.

〔 症例 1 〕62 歳，男性
歩道橋脇の路上で額から血を流して倒れていたと
ころを発見された。搬入時の意識は清明だが，怪我
をした時のことは憶えていなかった。GCS 15 点で，
健忘の他に神経学的異常はなく，頭部 CT にも頭皮
下血腫の他に問題がなかった（Fig.1-A）
。脳震盪の診
断で，帰宅して経過観察することとなったが，その
直後，病院の玄関先で再び転倒し，この時は突然崩

め，介護士に連れられて外来を受診した。転倒を繰

れるようにして倒れたとの目撃情報が得られた。精

り返している割には，四肢に明らかな麻痺はなく，

査のため入院となり，胸部レントゲンで大動脈瘤が

目立った外傷もなかった。CT で慢性硬膜下血腫と診

発見され，最終診断は胸部解離性大動脈瘤による失

断され（Fig.2-A），穿頭術を予定して入院となった

神発作であった（Fig.1-B）
。この症例では，歩道橋の

が，翌朝 5 時に突然心拍停止し，心肺蘇生が行われ

下で倒れていた他に情報がなく，目撃者もないため

た。直後の CT では，硬膜下血腫の増量はないもの

受傷の本当の原因が不明であったこと，四肢に怪我

の，著明な脳浮腫をきたしており，所謂蘇生後脳症

がなかったこと，既往症の高血圧等に，もう少し配

を呈した（Fig.2-B）。自動解析で異常なしと判定され

慮すべきであったと思われる。

ていた入院時の心電図が，実は junctional rhythm を
示しており（Fig.2-C），この所見と，心拍停止時のモ

〔 症例 2 〕72 歳，男性

ニター所見（Fig.2-D）とから，洞不全症候群による

老人ホーム入居中で，最近転倒することが多いた

Adams-Stokes 発作と診断され，繰り返す転倒はこの
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Table 1 Analysis of patients with head injury

Table 2 Cause of head injury

（n=2365）

Characteristics

Numbers

2270

Explained
fall, tumble（group A）

gender

1027 transient
471

198 unconsciousness

1276（54％）

falling⁄flyingobjects

female

1089（46％）

intoxication,alcohol-related

prolonged

60

gaitdisturbance
131

3 − 15

syncope（group B）

395

48

dropattack,VBI

16 − 59

755

19

seizure

≧ 60

1084

25

hypoglycemia

11

213

psychiatricproblem

16

intracranialinjury

89

delayedICH

9

chronicSDH

34

in-hospitalobservation

81

6

395

0−2

hospitalization

unconsciousness 89

vehicleaccident,assault
male

age

95

Unexplained

VBI :vertebro-basilarinsufficiency
Table 3 Causes of syncope-related head injury

Number of
patients

Cause

meansoftransport
ambulance

1199（51％）

orthostatichypotension

walk-in

1166（49％）

postprandialhypotension

10
4
11

vasovagalresponse

initialGCS
15 − 14

2060

carotidsinussyndrome

4

13 − 9

298

situationalsyncope

3

8≧

7

arrhythmia

GOS

bradycardia

5

tachycardia

8

2302

aorticdissection

2

moderatelydisabled

42

cardiomyopathy

1

severelydisabled

11

persistentvegetativestate

4

dead

6

goodrecovery

total 48

ICH :intracerebralhematoma
SDH :subduralhematoma
GCS :Glasgowcomascale
GOS :Glasgowoutcomescale

神患者を判別することを目的として，失神による頭
部外傷患者の臨床像について検討を加えた。

Ⅲ────────────── 対象・方法 ─
2009 年９月より 2011 年 10 月までの間，当院を受

発作による失神であった可能性が高いと判断された。
このように失神を原因として転倒し，結果として

診した頭部外傷患者は 2365 例で，その内訳は Table 1

頭部外傷をきたす症例が少なからずあり，その際，

の通りであった。このうち，外傷の原因が特定できた

失神を診断せずに放置すると発作を繰り返し，その

のは 2270 例で，病歴や目撃者の情報から，障害物に

後の QOL を悪化させる危険がある。そこで我々は，

躓く，足を滑らせる，足を踏み外す等の原因による転

軽症と見做されがちな転倒患者の中から，危険な失

倒・転落と判断されたのは 1027 例（Ａ群）であった
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Table 4 Comparison between Group A and B

group A

group B

p Value

initialGCS

14.6 ± 0.1

14.8 ± 0.2

NS

GOS

4.95 ± 0.02

4.96 ± 0.04

NS

age

52.0 ± 3.2

59.4 ± 8.1

0.04*

frontofacialinjury

221（22％）

18（38％）

0.02*

facialfracture

43（4.2％）

8（17％）

0.001*

upperlimbinjury

801（78％）

16（33％）

0.01*

1.01

1.08

0.04*

frequencyofinjury

Ⅳ─────────────── 考

察 ─

失神の診断・治療ガイドライン（JCS2007）は失神に
ついて，一過性の意識消失発作の結果，姿勢が保持
できなくなり，かつ自然に，また完全に意識の回復
がみられることと定義し，その病態生理は脳全体の
一過性低灌流であるとしている 10）。突然血圧低下
し，姿勢を保持できなくなって転倒する所謂「転倒
型」の失神は，多くの場合立位で発生し，一過性の意
識障害により受け身がとれないため，頭頚部外傷を
合併しやすいと言われ，発作による頭部や顔面の負

Valuesarenumberormean±standarddeviation :
comparisonbychisquaretestorMann-Whitneytest
NS :notsiginificant,*statisticallysignificant

傷頻度は 6.7〜 21.7％と報告されている 4,11,14,18）。つ
まり，転倒して頭部に負傷し，病院を受診する患者
の中には，少数だが無視できない割合で失神を原因
とする症例が含まれていて，頭部を負傷した失神患

（Table 2）
。失神の診断・治療ガイドライン
（JCS2007）

者が脳外科医や救急医の元へ運ばれてくることは，決

に則り，失神に伴う卒倒によると診断されたのは 48

して稀なことではないのである 19）。脳外科医や救急

例（Ｂ群）で，その原因は様々であった（Table 3）10）。

医は頭部外傷の管理を専門とするが，失神の管理と

両群の臨床像を比較し，EZR（v1.02）を使用して統計

なると対処を誤る可能性がある。このため失神患者

学的分析を行った
（Table 4）
。平均 GCS，平均 GOS，

を判別し，的確に対応することが，神経外傷を扱う

平均年齢，受傷回数については Mann-Whitney test を

医師にも求められる。
失神の診断には，種々の検査が推奨されているが，

用い，顔面や上肢の受傷の有無については chi square

test を用いて検定し，有意水準は p<0.05 とした。初診

とりわけ病歴の重要性が指摘されており，「正確な病

時 GCS の平均は，Ａ群 14.6，Ｂ群 14.8，GOS の平

歴」のみで診断可能であるとさえ言われている 9,17）。

均は，Ａ群 4.95，Ｂ群 4.96 で両群共に軽症例が多く，

ところが，失神により転倒して頭部外傷を受傷した

転帰も良好で統計学的な差はなかった。平均年齢は，

患者は健忘を呈することがあり，その結果，正確な

Ａ群 52.0 歳に対して，Ｂ群は 59.4 歳で，より高齢者

病歴が聴取できなくなることがある。心原性失神患

が多かった。前頭部および顔面に擦過傷や打撲等を

者の 30％，血管迷走失神患者の 28％が発作後に健忘

含む外傷をきたしたのは，Ａ群 221 例（22％），顔面

をきたしたと報告されている 8,16）。更に 60 歳以上の

骨骨折を合併したのは 43 例（4.2％）であったのに対

高齢者では，失神や転倒の記憶が時間の経過と共に

して，Ｂ群は，それぞれ 18 例（38％）
，8 例（17％）で，

薄れてしまうことが知られており，認知機能が正常

顔面の負傷が B 群で有意に高頻度であった。上肢に

であっても，転倒患者の 32％は，3〜6 ヵ月後には転

ついて擦過傷や打撲等を含む外傷をきたしたのは，Ａ

倒について思い出すことができなかったと報告され

群 801 例（78％）に対してＢ群 16 例（33％）と，反対に

ている 7）。また，頚動脈洞反射過敏患者に，頚動脈

Ａ群の方が有意に多かった。観察期間内の頭部外傷

洞マッサージを行って発作を誘発したところ，意識

の受傷回数は，Ａ群 1.01 回に対してＢ群は 1.08 回

は消失しなかったと陳述した患者のうち 50％以上

で，Ｂ群の方が外傷を繰り返すことが多いという結

が，実際には意識を消失していたという研究もあり，

果になった。

失神患者は意識消失をいつも自覚して憶えていると

外傷の原因が特定できなかったのは 95 例で，その

は限らないようである 21）。このように，失神発作が

うち６例は受傷後意識の回復がなく，したがって病

原因で頭部に負傷しても，患者が発作を自覚しない

歴が不明のまま経過し，その中の 1 例は不整脈発作

か或いは記憶していないため，外傷の原因が発作で

をきたして予後不良の転帰となった（Table 2）。

あったことに患者本人が気付いていないことが稀で
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れている 15）。

はない。その上，高齢者は転倒の原因についての記
憶が不確かでも，物に躓いた，足が滑った等，患者

失神では全脳血流の低下により意識消失するため，

自身が辻褄の合うように転倒の原因を推測して述べ

中脳や脳幹網様体の機能も停止して姿勢反射が正常

る傾向があるとも言われている 23）。このため，特に

に生じない可能性が考えられる 6,13）。その場合，上

高齢者の転倒に関しては，安易に下肢筋力の低下等

肢が伸展せず，顔面や頭部が保護されずに，外傷が

による転倒と判断せずに，常に syncope presenting as

直接加わる結果として，上肢に負傷する機会が減じ，

falls の可能性を念頭に置いて慎重に診療にあたるべ

顔面の受傷頻度が高くなるのだと思われる。上肢に

きであると指摘されている

怪我がなく，顔面外傷を伴う転倒患者は，失神を疑

12）
。

以上のように，正確な病歴を得ることは意外に困

う十分な理由があると言えるであろう。

難なことが多く，それ故，頭部外傷患者の背後に潜

失神により意識消失した患者は，骨折・脱臼・創

む失神を診断することも容易ではない。そこで，ど

傷等の外傷を負うことが，非失神患者と比べて 5.9

のような症例に注意すべきかが問題となるが，当研

倍多かったとの報告があり，失神を原因とする転倒

究より，その手掛かりとなる三点が明らかにされた

は重症化しやすいと言われている 19）。我々のデータ

と考えられる。

では，転倒による外傷患者と失神による外傷患者の

まず第一に，失神を原因とする外傷患者の平均年

間で，初診時 GCS と GOS 共に差は現れなかった。

齢が，転倒による外傷患者より高かった点である。

これは，初診時から高度の意識障害があり，入院後

Framingham study によると失神の有病率は高齢者ほ

も意識回復しないような重症例は，外傷の原因が特

ど高くなり，75 歳以上では男女とも，35〜44 歳と比

定できないため今回の比較症例から除外されたこと

べて 4 倍以上に達すると報告されている

20）。した

によると思われる。その結果，比較の対象となった

がって，これは単に失神を呈する患者が高齢者に多

大部分が軽症例で占められ，予後不良な心原性失神

いことを反映しただけの結果かもしれないが，いず

の症例数が少なかったため，両群に差が出難かった

れにしても，高齢者の転倒については，失神の可能

のだと考えられる。今回，外傷の原因が不明とされ

性に留意する必要性が高いことを示していると言え

た重症例の中にも，失神を原因とする症例が相当数

よう。

含まれている可能性が高く，入院中に不整脈発作を

第二に，失神による外傷患者の方が，頭部外傷を

きたして転帰不良となった症例が，心原性失神によ

繰り返す回数が多かった点である。失神の再発率は

る頭部外傷であった可能性も十分に考えられる。

約 20〜30％と報告されており，適切に管理しないと，

失神が疑われる患者の管理については，循環器科

再発作により頭部に再び負傷する可能性が高いのは

との連携が欠かせない。本邦ではまだ数が多くない

当然かもしれない 10,20）。失神発作を繰り返すたびに

が，所謂 faint & fall clinic や TLoC management unit，

重症の外傷を負うリスクが高まり，予後が不良にな

syncope unit 等の専門的な管理体制が整備された施

るとの報告もあるので，迅速な診断が望まれる

設であれば，失神の原因の診断率も向上し，重症化

1）
。

転倒による頭部外傷を頻回に繰り返す患者は失神の

する可能性の高い患者の選別も正確となり，より効

可能性が高く，要注意である。

率的で効果的な診断と治療が可能となると言われて

第三に，失神による転倒患者は，上肢の外傷が少

いる 2,5,22）。頭部外傷患者に失神が疑われる場合に

なく，顔面の外傷が多いことが明らかとなった。突

は，可及的迅速に循環器科医の協力を仰ぐことが肝

然の転倒，転落時には通常，立直り反射や緊張性迷

要であろう。

路反射，緊張性頚反射等の姿勢反射により上肢の保
護伸展が生じて転倒を防ぐように働く。したがって，

Ⅴ─────────────── おわりに ─

頭部を受傷するほどの転倒時には，多くの場合，上
肢が伸展して障害物に接触し，上肢も受傷すること

失神の発生率は Framingham study によると年間

が十分に想定される。この上肢の反応時間が遅く，

1000 人あたり 6.2 人で，本邦の救急科を受診した患者

握力が弱い患者は，転倒の際に負傷しやすいと言わ

の 3.5％が失神の患者であったと報告されている 10,20）。
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10） 井上博, 相澤義房, 安倍治彦, ほか：失神の診断・治療ガイ

頭部外傷は，失神よりも多く発生しており，多数の

ドライン（循環器病の診断と治療に関するガイドライン
（2005－2006 年度合同研究班報告）
）
．Circ J 71 (Suppl Ⅳ):

頭部外傷患者の一部に，失神を原因とする患者が潜
んでいる。失神による頭部外傷は高齢者に多く，顔

1049-1101, 2007.
11） 慶応義塾大学病院救急科：失神. 慶應義塾大学病院医
療・健康情報サイト http://kompas.hosp.keio.ac.jp

面の外傷を合併しやすいが，上肢を負傷することは
少なく，外傷を繰り返すことが多い。これらの患者

12） Kenny RA: Syncope in the elderly: diagnosis, evaluation, and
treatment. J Cardiovasc Electrophysiol 14 (Suppl): s74-s77,
2003.

を正しく診断して適切な治療を受けられるよう，丁
寧な病歴聴取と診察が必要なことは勿論であるが，加

13） Maisel WH, Stevenson WG: Syncope-getting to the heart of
the matter. N Eng J Med 347: 931-933, 2002.

えて，今回得られた知見が診断の一助となれば幸い
である 9,17）。

14） 宮武諭：一過性意識障害 . 臨床検査のガイドライン
2005 ⁄ 2006, 日本臨床検査医学会包括医療検討委員会
（編）
, 宇宙堂八木書店；東京, 2005, pp33-40.
文
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1991.
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抗凝固療法中の慢性硬膜下血腫患者に
おける塞栓・出血リスクスコアの検討
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Embolism and bleeding risk scores in patients
with chronic subdural hematoma under
an anticoagulant therapy

Objective : The objective of this study is to evaluate risk
factor of embolism and bleeding, and prognosis in patients
with chronic subdural hematoma (CSH) under anticoagulant
therapy (ACT).
Materials & Method : The subjects consisted of 92 patients
with CSH who had been hospitalized from January to
December 2010. INR values at the time of hospitalization,
CHADS2 score (the risk score of embolism), and HAS-BLED
score (the risk score of bleeding), in 13 patients with ACT
were compared to those of 79 CSH patients without ACT
(control group). Dementia and history of stroke, age, head
injury were also examined. In view of change of mRS score
from admission to discharge, we divided into two groups,
an exacerbate group and a no-change group.
Results : The ratio of dementia and history of stroke in
ACT group was significantly higher than in control group.
In ACT group, INR values at the time of hospitalization
were 1.1 – 3.1 (mean 1.99). In one patient, the INR value
was higher than therapeutic range. Six patients with low
CHADS2 score (low embolism risks), and 11 patients with
high HAS-BLED score (high bleeding risk) were detected.
The ratio of the exacerbate group in ACT group was higher
than that of control group and the average age of the
exacerbate group was significantly higher than that of the
no-change group.
Conclusion : The prognosis of CSH patients with ACT was
poor. We should pay more attention in ACT to patients
with low CHADS2 score and high HAS-BLED score.
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への抗凝固療法（anticoagulant therapy; ACT）が勧め

Ⅰ─────────────── はじめに ─

られている。一方で出血性合併症の増加も問題視さ

心原性脳塞栓症は脳梗塞の中でも予後不良な病型

れており，新規抗凝固薬ダビガトラン発売後に不適

であり，その予防が重要である。近年では脳塞栓症

正使用に関与した出血性の副作用のため，緊急安全

の発症リスクの評価スコアがガイドライン 1）などに

性情報が通達されたのは記憶に新しいところである。

もとり入れられているが，高齢化による心房細動罹

このため近年では出血のリスクスコアも徐々に普及

患率の上昇などもあり 2），低リスクの心房細動患者

しつつある 3,4,5）。しかしながら ACT 施行中の慢性硬
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膜下血腫（chronic subdural hematoma; CSH）患者に

点を算出した。なお①の高血圧については文献では

おける塞栓・出血のリスクについてはあまり検討され

未治療の高血圧か登録時の収縮期血圧が 160 mmHg

ていない。

以上のコントロール不良な高血圧に，また⑤の INR

今回我々はワーファリン（WF）内服中の CSH 症例

については TTR（Time in Therapeutic range）60％以

において，WF 投与の必要性を検証するため，INR

下のコントロール不良な場合にも加点することに

値，塞栓・出血のリスクスコア，CSH の受傷機転や

なっているが，今回は病歴を後方視的に検討したた

頭部外傷の有無，転帰について検討した。

め，高血圧の診断がなされているものと，入院時の

INR が治療域以上に上昇しているものに加点した。
これらの項目については HAS-BLED スコアを改訂

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

して使用した。

平成 22 年 1 月〜 12 月までに当院脳神経外科に入

ACT 群と control 群で，年齢，認知症・脳卒中の

院した CSH 97 例のうち，小児 1 例とカルテ上内服

既往について比較検討した。認知症については CSH

薬が不明であった 4 例を除外した 92 例を対象とし

発症前に認知症の診断で医療機関へ通院・投薬を受け

た。これらを WF 内服中の ACT 群 13 例と WF 非内

ているものとした。

服中の control 群 79 例に分けて検討した。

発症前の受傷機転の有無，受傷時の頭部外傷の有

ACT 群において入院時に INR 値の測定が可能で

無について両群間で比較検討した。頭部外傷につい

あった 12 例について，INR のコントロール状況に

ては診察時の聴診や視診など診察上明らかなものを

ついて検討した。INR 値については心房細動治療ガ

頭部外傷ありとした。また頭部外傷の有無と HAS-

イドラインより 70 歳以下では INR 2〜 3，70 歳以上

BLED スコアについて検討した。

では INR 1.6〜2.6 を治療域とした。また，脳塞栓症

治療の効果を検討するため，入院時と退院時の

CHADS2 6）スコアと

WF

modified Rankin scale（mRS）スコアの差を算出し，全

服用患者の出血リスクスコアである HAS-BLED

4）ス

く変化がなかった群（不変群）と mRS スコアが 1 以

の発症リスクスコアである

上増えた群（増悪群）に分けて検討した。

コアについて検討した。

CHADS2 スコアは，① 治療中の心不全：Congestive
heart failure，② 高血圧症： Hypertension（治療中・
未治療のもの）
，③ 70 歳以上の高齢者： Age，④ 糖
尿病：Diabetes mellitus（治療中，あるいは入院時の

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕入院時所見（Table 1）

血液検査で診断基準を満たすもの）
，⑤ 脳卒中の既

全体の平均年齢は ACT 群で 77.1 ± 5.6 歳，control

往： Stroke について①〜④にはそれぞれ 1 点，⑤に

群で 72.6 ± 11.8 歳と，ACT 群で control 群に比べて

は 2 点をつけて合計点を算出した。

高い傾向にあったが，統計学的有意差は認めなかっ
た（p=0.199）
。認知症の既往は ACT 群で 4 例（30.8％）

HAS-BLED スコアは，① 高血圧症：Hypertension
（治療中・未治療のもの）
，② 肝機能障害：Abnormal

と有意に高率であった（p=0.013）。原因としては脳血

liver function（慢性肝疾患，または生化学異常（Bil >

管性認知症が ACT 群 2 例，control 群 1 例，アルツ

正常上限 の 2 倍，AST ⁄ ALT ⁄ ALP > 正常上限 の 3

ハイマー型認知症が ACT 群 2 例，control 群 4 例，

倍），腎機能障害：Abnormal renal function（血液透析

不明が control 群で 1 例であり，両群間で有意差はな

または Cre ≧ 200 µmol/L）
，③ 脳卒中の既往：Stroke，

かった。脳卒中の既往も ACT 群で 4 例（30.8％）と有

④ 出血の既往・出血素因：Bleeding
（出血凝固異常，貧

意に高率であった（p=0.041）。

血など）
，⑤ INR 不安定： Labile INRs（入院時の高

INR 値），⑥ 年齢 65 歳以上：Elderly，⑦ 抗血小板薬・

〔 2 〕頭部外傷の有無と受傷機転（Table 2）

NSAIDs などの併用，アルコール依存・常用：Drugs ⁄

CSH 発症時に受傷機転が明らかであったのは ACT

Alcohol について，②・⑦はそれぞれ 1 点ずつをつ

群 10 例（76.9％），control 群 69 例（87.3％）で有意差

けて計 2 点，それ以外の項目には 1 点をつけて合計

は認められなかった（p=0.318）
。受傷の原因としては
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Table 1 Patient characterisitics

All

Age（mean ± SD）
Man：Woman

ACT

Table 2 Mechanism of head injury

Control

（n=92） （n=13） （n=79）

P value

73.2 ± 11.2 77.1 ± 5.6 72.6 ± 11.8

0.199

74：18

9：4

65：14

0.272

All

ACT

Control

（n=92）（n=13）（n=79）

Noinjurly

22
4
18
（23.9%）（30.8%）（22.8%）

Anti-plateletetherapy

14
3
11
（15.2%） （23.1%） （13.9%）

0.395

Fallatthesamelevel

44
7
37
（47.8%）（53.8%）（51.4%）

Dementia

10
4
6
（10.9%） （30.8%） （7.6%）

0.013*

Falldownstairs,etc.

9
2
7
（9.8%）（15.4%）（8.9%）

Stroke

12
4
8
0.041*
（13.0%） （30.8%） （10.1%）

Trafficinjury

7
（7.6%）

7
（8.9%）

Headbanging

7
（7.6%）

7
（8.9%）

Other

3
（3.3%）

3
（3.8%）

Headinjury

32
7
25
（34.8%）（53.8%）（31.6%）

転 倒 が 最 も 多 く 49 例 （ 53.3％）で 次 い で 転 落 8 例
（7.6％）
，交通外傷 6 例（6.5％）であった。転倒・転落
などの受傷機転はあるものの診察上頭部外傷が明ら
かでなかったものは ACT 群 7 例（53.8％）
，control 群

25 例
（31.6％）
で有意差は認められなかった
（p=0.119）
。

〔 3 〕抗凝固療法の原因疾患と入院時 INR 値

ACT 群における WF 投与の原因疾患として，13
例中 12 例が心房細動に対して処方されており，持続
性心房細動が 9 例，発作性心房細動が 3 例であった。
このうち 8 例が脳梗塞の一次予防，4 例が二次予防
目的に投与されていた。残る 1 例は心臓バイパス術
後の患者の処方されており，将来的に投与を中止す
る方針であった。
入院時 INR 値の平均は 1.97 ± 0.6（1.10〜3.11）で

Fig.1 CHADS2 score and HAS-BLED scores in ACT group.

あった。このうち治療域内に入っていたのは 7 例
（58.3％）であり，治療域未満に INR 値が低かったも
のが 4 例（33.3％）
，治療域以上に高値であったのは 1
例（8.3％）にすぎなかった。

〔 4 〕 CHADS2 スコアと HAS-BLED スコア
（Fig.1, Fig.2）

ACT 群における CHADS2 スコアの平均は 2.31 ±
1.6，HAS-BLED スコアの平均は 3.23 ± 1.0 であった。

Fig.2 HAS-BLED score of with and without head injury.

CHADS2 スコア 1 点以下の塞栓発症リスクが低いと
考えられる症例は 6 例（46.2％）であった。一方，出

また頭部外傷が不明であった 7 例はすべて HAS-

血リスクが高いと考えられる HAS-BLED スコア 3

BLAD スコア 3 以上の症例であったのに対し，頭部

点以上の症例は 11 例（84.6％）にみられた。CHADS2

外傷が明らかだった 6 例中 HAS-BLAD スコア 3 以

スコア 1 点以下で HAS-BLED スコア 3 点以上の症

上の症例は 4 例（66.7％）であり，頭部外傷が不明で

例，すなわち塞栓リスクが低く出血リスクの高い症

あった群で有意ではないが多い傾向にあった（p=

例は 5 例（38.5％）であった。

0.097）。

143
神経外傷 Vol.35 2012

心房細動患者では心房細動を有しない群より認知

Table 3 Change of modified Rankin Scale score

no-change
group

exacerbate
group

P value

Age（mean ± SD）

71.3 ± 10.2

76.6 ± 12.3

0.003

ACTgroup

5
（38.5%）

8
（61.5%）

Controlgroup

54
（68.4%）

25
（31.6%）

Dementia（＋）

3
（33.3%）

6
（66.7%）

Dementia（－）

56
（67.5%）

27
（32.5%）

Stroke（＋）

8
（61.5%）

5
（38.5%）

Stroke（－）

51
（64.6%）

28
（35.4%）

症の発症率が高いという報告 9）もあり，我々の検討
でも ACT 群では認知症が有意に多く認められた。認
知症患者では CSH 術後の ADL 回復が有意に劣って
いるという報告もあり 10），今回の検討でも認知症あ
り群では有意ではないものの mRS 増悪例が多い傾

0.037

向にあった。脳卒中の既往も ACT 群で有意に高率で
あったが，脳卒中既往の有無と mRS の増悪に関連
はみられなかった。しかしながら ACT 群の脳卒中既

0.065

往例は control 群に比して CSH 発症前の mRS 高値
例が多く，これは心原性塞栓症がより重症であるこ
とに起因していると思われる。このように ACT 患者
はもともと出血性合併症を生じた際には重症化しや

0.833

すい傾向にあり，ACT の適応自体を慎重に判断する
必要がある。
今回の登録患者の経過をみた限りでは ACT 群で術
後に症状が増悪するような血腫増大はみられなかっ
た。ACT 患者で mRS 増悪患者が多かった理由とし

〔 5 〕退院時の mRS の変化（Table 3）

て，ACT 群に高齢者が多かった点が考えられる。特

入院前と退院時の mRS の変化をみると ACT 群は

に高齢者では入院による廃用の進行やせん妄の出現

増悪群が 9 例（69.2％）
，control 群では 25 例（31.6％）

などを起こしやすく，ADL 障害の一因となりうるで

と，ACT 群で有意に多くみられた（p=0.013）
。mRS

あろう。また認知症・脳卒中の既往を有する患者が

増悪群では年齢が 76.6 ± 12 歳と，mRS 不変群より

ACT 群に多くみられ，もともとの脳障害や ADL 障

有意に高齢であった（p=0.002）
。認知症あり群では退

害も関与したのかもしれない。ACT 患者で今回入院

院時 mRS 増悪例が 6 例（66.7％）と有意ではないが多

時に WF 休薬後脳塞栓症を発症し，その後出血梗塞

い傾向にあったが（p=0.065）
，脳卒中あり群となし群

を生じて予後が不良となった例が 1 例みられた。

では mRS 増悪に有意差はなかった。

ACT 施行例では中止に伴う塞栓症の再発がしばしば
問題になり 8），出血性疾患を生じた場合には ACT 再

Ⅳ─────────────── 考

開について苦慮するところである。

察 ─

WF のコントロール状況についてみてみると，CSH

心房細動に起因する心原性脳塞栓は重症化するこ

発症時に INR を測定できた 12 例中，INR が治療域

とが多く，その予防のためには WF による ACT の

以上に上昇していたのは 1 例（8.3％）にすぎず，7 例

有効性が確立している
者ほど高率となり

（58.3％）は治療域内，4 例（33.3％）は治療域以下で

7）
。心房細動の有病率は高齢

ACT も高齢者に行

あった。頭蓋内出血については INR 上昇によりリス

われることが多くなってくる。しかしながら CSH も

クが上昇すると言われているが 11,12），今回の検討で

高齢者に多くみられ，ACT 中の CSH 症例の増加が

は CSH では必ずしも INR 高値でなくても起こりう

問題視されつつある。今回の検討でも有意ではない

ると考えられ，ACT 施行中は WF の至適治療域への

が ACT 群で高齢の傾向にあり，高齢者ほど退院時の

厳格なコントロールはもちろんだが，それ以外の出

mRS が増悪し重症化する傾向が認められた。ACT

血を助長するような要因をできるだけ避けるように

中の CSH 症例は重症化し予後が不良であったという

しなければならない。

2）
，したがって

近年心房細動患者への ACT の適応判断のために

報告もあり 8），我々の検討でも ACT 群で退院時の

CHADS2 スコアを用いることが各ガイドライン 1）に

mRS が増悪する患者が有意に多くみられた。
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て推奨されている。CHADS2 スコアが高ければ塞栓

ではないとしている。

症の発症リスクが増加し，CHASD2 スコア 2 点では

今 回 の 我 々 の 検 討 で は WF 投 与 群 13 例 中 6 例

年間発症率 4％となり，スコア 2 点以上での ACT 開

（46.2％）が CHADS2 スコア 1 点で，最も多くみられ

始が推奨されている。姉川らは CHADS2 スコア 1 点

た。一方で出血リスクが高いと思われる改訂 HAS-

では年間発症率 2.8％と低いものの，スコア 1 点でも

BLED ス コ ア 3 点 以 上 の 症 例 は 13 例 中 11 例

脳塞栓症が発症した場合には半数以上は mRS 2 以上

（84.6％）と高率であった。CHADS2 スコア 1 点以下

の中等症から重症となるため，ACT を実施すること

かつ改訂 HAS-BLED スコア 3 点以上，すなわち塞

13）
。一方で抗凝固療法に伴う

栓リスクは高くないが出血リスクが高い症例は 5 例

出血性副作用も大きな問題になっており，BAT study

（38.5％）にみられた。こうした症例では ACT の適応

によると WF 内服による大出血は年間 2.06％，頭蓋

も 慎 重 に 行 う 必 要 が あ り ， ACT を 行 っ た 際 に は

内出血は 0.86％の割合で起こっている

HAS-BLED スコアなどの出血リスクスコアを参考

が望ましいとしている

14）
。

Singer らの提唱した Net Clinical benefit は WF 投

に出血を助長する項目を是正しながら，注意深く観
察することが重要であると考えられる。

与による塞栓症の減少効果と頭蓋内出血増加の差を
比 べ た も の で あ る 15）。こ の Net Clinical benefit を

転倒と出血について HEMORR2HAGES スコアで

CHADS2 スコア別にみると CHADS2 スコア 2 点以

は頻回の転倒も出血リスクの項目となっているが，

上では頭蓋内出血の増加を加味しても WF の塞栓症

ACT 中の転倒の高リスクは必ずしも出血リスクを増

予防効果が勝り，すなわち ACT を行った方がいいと

加させないと言われている。特に CHADS2 スコア 2

いう結果であった。しかしながら CHADS2 スコア

点以上では転倒による出血より塞栓症のリスクの方が

0・1 点では Net Clinical benefit は中立位であり，ACT

大きいと考えられ，転倒リスクは WF 投与を躊躇さ

の適応には議論の余地が残されているであろう。欧

せる理由にはならないと考えられる 18）。しかしなが

州心房細動ガイドライン 16）では CHA2DS2-VASc ス

ら CHADS2 スコア 1 点以下では塞栓発症リスクが低

コアを用いて，CHADS2 スコア 0 点の症例をさらに

くなるため，転倒の影響はより大きくなるであろう。

詳 細 に 分 類 し ， CHA2DS2-VASc ス コ ア 0 点 で は

急性硬膜下血腫では ACT など出血リスクを有する

ACT は行わないこととしている。また CHA2DS2-

群で明らかな受傷機転を有する例が少なかったとい

VASc スコア 1 点では出血リスクと個々の患者の評

う報告があり 19），出血リスクのある例では軽微な外

価に基づいて ACT を選択する。そして ACT の選択

傷でも硬膜下血腫を生じる可能性があるが，我々の

は，Net Clinical benefit に基づいて行われるべきで

検討では ACT 群と control 群で CSH 発症前の受傷

あると記載されている。

機転や頭部外傷の有無には有意差はなかった。しか

出血性合併症の発症リスクについては CHADS2 ス

し頭部外傷が明らかでない群で HAS-BLED スコア

コアと同じようにリスク評価スコアがいくつか知ら

3 点以上の割合は若干多い傾向にあり，スコア高値

3）や

の症例では転倒した際に頭部に明らかな打撲や外傷

れている。それらは HEMORR2HAGES スコア

HAS-BLED スコア，ATRIA スコア

5）などであり，

がなくても，常に CSH の可能性を考え注意深く意識

特に HAS-BLED スコアが有用であると考えられて
いる

17）
。HAS-BLED

や神経症状などの経過をみていかなければならない

スコア 3 点以上は出血リスク

と思われる。

が高くなると言われており，前述の欧州心房細動ガ

受傷の原因として最も多かったのは転倒・転落であ

イドラインでは，ACT 開始時は HAS-BLED スコア

り，飲酒時・飲酒後の転倒が 5 例，階段での転倒・

を用い，3 点以上は高リスクとして出血に対する注

転落が 5 例，梯子や脚立などからの転落が 5 例，自

意と ACT の定期的な見直しが必要であり，修正可能

転車での転倒が 2 例，また地域による特性もあると

なリスク（INR 管理不良，併用薬，アルコールなど）

思うが雪道での転倒も 6 例みられた。転倒・転落を

に留意すべきであるとしている。さらに HAS-BLED

すべて回避するのは困難であるが，転倒・転落の原

スコアは注意すべき出血リスク因子の同定に使用さ

因を減らすための生活指導は可能である。特に過度

れるべきであり，ACT の除外基準として用いるべき

の飲酒は転倒・転落の原因にもなるが，HAS-BLED
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6） Gage BF, Waterman AD, Shannon W, et al: Validation of
clinical classification schemes for predicting stroke. Results
from the National Register of Atrial Fibrillation. JAMA 285:
2864-2870, 2001.

スコアの項目の一つであり脳出血のリスクにもなる
ため，WF 服用中は飲酒量の減量をしっかり指導す
べきである。また高齢者はロコモティブ症候群を生
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抗血小板薬あるいは抗凝固薬服用者の

Analysis of patients with traumatic acute
subdural hematoma on pre-injury
antiplatelets and/or anticoagulants

外傷性急性硬膜下血腫の検討
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卓雄

Objective. To investigate the cause of poor prognosis of
traumatic acute subdural hematoma (TaSDH) in patients on
pre-injury antiplatelets and/or anticoagulants (antithrombotic agents), we retrospectively reviewed our own cases.
Materials and Methods. From 2001 to 2011, we managed 7
surgically treated patients with TaSDH on pre-injury antithrombotic agents (antithrombotic group) and 63 without
antithrombotic agents (non antithrombotic group). Age
and gender of the patients, the mechanisms of injury, cause
of antithrombotic agents on antithrombotic group, postoperative clinical course and outcomes were analyzed.
Results. On antithrombotic group, 6 were male, 1 female.
The average age of injury was 77.6 years. Warfarin was
prescribed in 3 cases for atrial fibrillation and in 1 for deep
venous thrombosis, combination of warfarin and aspirin
prescribed in 2 for myocardial infarction, ticlopidine in 1 for
MI. The mechanisms of injury included involvement of
traffic accident in 3 cases, fall downstairs in 3 and fall on the
road in 1. Decompressive craniectomy, evacuation of
hematoma, placement of external ventricular drainage and
intracranial pressure monitoring and normothermia were
carried out on acute stage. Outcomes at discharge were
severely disabled in 3 cases, persistent vegetative status in 1
and dead in 2. Compared with the cases on non antithrombotic group, patient's age was significantly higher than
that on nonantithrombotic group (77 years old vs. 63 years
old; p<0.05).
Conclusions. Patients with TaSDH on pre-injury antithrombotic agents have older age and poorer outcomes
than those without antithrombotic agents. Physicians should
beware of prescribing antithrombotic agents for elderly
patients to avoid excessive primary hemorrhagic cause.
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較し，同程度の頭部外傷であっても重篤な経過をと

Ⅰ─────────────── はじめに ─

ることがしばしばある 8）。我々は腎透析患者におけ

抗血小板薬あるいは抗凝固薬服用者（以下，服用

る外傷性急性硬膜下血腫（以下，硬膜下血腫）予後不

者）は，それら薬剤の非服用者（以下，非服用者）に比

良因子のひとつは外傷前の抗血小板薬あるいは抗凝
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Table 1 Patient's characteristics of traumatic acute subdural hemoatoma on antiplatelets and/or anticoagulants
Number
of case

Age
(year)

Sex

GCS on
admission

1

88

M

4

2

84

F

6

3

76

M

6

4

74

M

11

5

71

M

12

6

68

M

13

7

82

M

13

Cause of
head injury

Antiplatelets Indication for
and/or
antiplatelets
Anticoagulants
and/or
anticoagulants

CT findings
other than
ASDH

GOS at
Cause of
discharge deterioration
or death

Pedestrian
inaTA

Warfarin

af

TSAH,
contusion

D

ADCS

Fall
downstairs

Warfarinand
aspirin

MI

TSAH

SD

Postoperative
hemorrhage

Fall
downstairs

Ticlopidine

CI

TSAH

PVS

Postoperative
hemorrhage

Pedestrian
inaTA

Warfarin

af

TSAH,
contusion

SD

Postoperative
hemorrhage

Bicycleride
inaTA

Warfarin

DVT

TSAH,
contusion

D

ADCS

Fall
ontheroad

Warfarin

af

TSAH

D

ADCS

Fall

Wafarinand
aspirin

MI

contusion

SD

CIdueto
herniation

GCS: Glasgow Coma Scale, GOS : Glasgow Outcome Scale, TA: Traffic Accident, af: atrial fibrillation, MI: Myocardial Infarction, CI:
Cerebral Infarction, DVT : Deep Venous Thrombosis, ASDH: Acute Subdural Hematoma, TSAH: Traumatic Subarachnoid Hemorrhage,
ADCS: Acute Diffuse Cerebral Swelling, MD : Moderately Disabled, SD: Severely Disabled, PVS: Persistent Vegetative Status, D: Dead

固薬（以下，抗血栓薬）の服用が一因であることを報

あり，これにより著しい正中偏移を伴い外科的除去

告した

術を行った症例を対象とした。急性期治療の基本は，

10）
。今回は，腎透析患者以外の服用者におけ

る硬膜下血腫手術例の臨床像および転帰について検

血腫除去および必要時内・外減圧術，脳室ドレナー

討したので報告する。

ジ，脳圧モニター設置，積極的常温管理とした。
これら 2 者について，年齢や性別などの患者背景，
服用者における抗血栓薬の服用理由，受傷機転，CT

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

所見，術後臨床経過，転帰等について検討した。統

対象としたのは，2001 年 1 月から 2011 年 10 月ま

計学的処理は t 検定（Student's t test）を用い，p<0.05

でに当科で経験した腎透析患者以外の服用者で硬膜

を有意差ありとした。

下血腫を受傷し，手術加療を受けた 7 例である。こ
れら 7 例を同時期に経験した非服用者の硬膜下血腫
手術例 63 例と比較検討した。なお対象期間中に当科
で経験した腎透析患者の硬膜下血腫 6 例を除く，全

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕服用者硬膜下血腫

硬膜下血腫は 287 例であった。この内服用者は 40

① 患者背景：男性 6 例，女性 1 例，平均年齢 77.6

例，非用者は 247 例であった。したがって服用者・

歳（68〜88 歳）で高齢者に多い傾向がみられた（Table

非服用者の中での手術例の割合はそれぞれ 14.9％

1）。また服用者全体においても患者年齢は，74.6 歳

（7 ⁄ 40），25.5％（63 ⁄ 247）であった。両者とも受傷時

（48〜91 歳）と高齢であった。

の CT（computed tomography）では，純粋な硬膜下血

② 抗血栓薬の種類および服用理由：心房細動に対

腫以外にも合併する頭蓋内損傷を多く認めたが，あ

するワーファリン服用が 3 例，深部静脈血栓症に対

くまでも病態の主体は厚さ 1 cm 以上の硬膜下血腫で

するワーファリン服用が 1 例，心筋梗塞の既往に対
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A

B

C

Fig.1
A : Brain CT scan on admission revealing right traumatic acute subdural hematoma (SDH) and subarachnoid hemorrhage
with midline shift.
B : CT scan obtained immediately after surgery revealing evacuation of SDH. However right temporal brain contusion developed and midline shift slightly increased.
C: CT scan two months after injury revealing an atrophic brain and hydrocephalus that was treated with ventriculoperitoneal
shunt.

するワーファリンおよびアスピリンの併用が 2 例，脳

腔短絡術施行後 PVS で療養型病院へ転院した。本例

梗塞の既往に対するチクロピジンの服用を 1 例に認

は繰り返す術後出血により予後不良となった。

めた。ワーファリン服用例の平均 INR（international

normalized ratio）値は 2.1 で，これらには全例術前よ

〔 2 〕非服用者硬膜下血腫
① 患者背景：男性 47 例，女性 16 例，合計 63 例。

り Vitamin K の静脈注入および新鮮凍結血漿の輸血

平均年齢 62 歳（2〜98 歳）であった（Table 2）。また

を施行した。
③ 受傷機転：交通事故が 3 例（2 例は歩行者，1 例

非服用者全体の平均年齢は 41.5 歳（2〜98 歳）であっ

は自転車運転者）
，階段よりの転落が 3 例，路上での

た。

転倒が 1 例であった。

② 受傷機転：交通事故が 25 例，階段あるいは高

④ 初診時 CT 所見：硬膜下血腫以外に，外傷性く

所よりの転落が 13 例で両者で過半数を占めた。他は

も膜下出血を 6 例に脳挫傷を 4 例に認めた。2 例は

屋内・路上での転倒が 16 例，暴力行為が 3 例，不明

初回 CT よりすでに急性脳腫脹を呈していた。純粋

が 6 例であった。
③ 転帰：退院時の転帰は，good recovery（GR）が

な硬膜下血腫単独例はみられなかった。
⑤ 術後臨床経過・転帰：退院時の転帰は severely

8 例，moderately disabled（MD）が 12 例，SD が 10

disabled（ SD） が 3 例 ， persistent vegetative status

例，PVS が 7 例，D が 26 例であった。

（PVS）が 1 例，dead（D）が 3 例であった。転帰不良

④ 初診時 CT 所見：外傷性くも膜下出血を 22 例，

の原因は術後出血と急性瀰漫性大脳半球腫脹が 3 例

脳挫傷を 19 例に認め，急性脳腫脹は 11 例に認めた。

ずつ，続発する脳梗塞による脳ヘルニアが 1 例で

服用者とは異なり，純粋な硬膜下血腫を 14 例に認め

あった。

た。

代表的症例を呈示する。
症例 3（Table 1，Fig.1）
：76 歳男性で陳旧性脳梗塞

〔 3 〕両者の比較（Table 2）

に対しチクロピジン 200 mg 内服中階段より転落し

年齢的には手術例においても非手術例においても，

受傷。来院時 GCS E1V1M4 右に大きい瞳孔不同を

服用者は非服用者より有意に高齢であった（77.6 歳対

認め直ちに開頭血腫除去，脳圧モニター，脳室ドレ

62 歳，p<0.05。74.6 歳 対 41.5 歳，p<0.05）。受傷機

ナージ術を施行し，術後常温管理とした。急性期頭

転は共に交通事故や高所よりの転落など高エネル

蓋内圧は 20 mmHg を超え，受傷 2 ヵ月後に脳室腹

ギー外傷が多く，差はみられなかった。死亡率は服
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Table 2 Comparison between patient's characteristics of
traumatic acute subdural hemoatoma with or without
antiplatelets and/or anticoagulants

Ⅳ─────────────── 考

抗血栓薬はそれら薬剤自体の薬理作用により，服

With
Without
antiplatelets
antiplatelets
and/or
and/or
anticoagulants anticoagulants

1．Total number of cases

7

察 ─

用者においては頭部外傷前にすでに止血機能が低下
している 1,4）。このような外傷前服用者は，非服用者
に比較し同程度の外傷であっても 5 倍高い死亡率を
有するとされ 8），また仮に軽微な頭部外傷であって

63

も死亡率は 50％を超えるとも報告される 3）。本検討

2．Sex

においては，死亡率は両者で有意な差をみなかった

Male

6

47

が，服用者には非服用者にみられる MD 以上の予後

Female

1

16

良好例を認めなかった。これは非服用者には服用者

77.6
（68 ～ 88）

62.6
（2 ～ 98）

3．Age（years old）

にはみられなかった純粋な硬膜下血腫を 14 例（22％：

14 ⁄ 63）含んでいたことと関係すると思われる。
服用者で転帰不良例が多い原因には，易出血性に

4．Cause of injury

よる血腫の増大，高年齢など種々の要因が考えられ

Pedestrian in a TA

3

25

る。血腫の増大に関しては非服用者においても急性

Fall downstairs

3

7

頭蓋内血腫の自然経過中にはしばしば経験される。加

Fall

1

6

Others

0

25

えて外傷前服用者は止血機能の低下のため挫滅脳よ
りの漏出性出血の継続，出血血管断端における血栓
化の遅延などが血腫増大の促進因子になると考えら
れる 12）。服用者の平均年齢は 77.6 歳と高齢であった

5．CT findings other than ASDH

が，受傷時年齢と予後を分析した服用者の頭蓋内血

TSAH

6

22

Contusion

4

9

特に 76 歳以上で死亡率は有意に上昇したと報告され

Pure ASDH

0

14

る 9）。

腫の検討においても，高齢ほど予後不良とされ 5），

硬膜下血腫の周術期管理としては，抗凝固薬服用

6．Outcomes

者に対する Vitamin K および新鮮凍結血漿の注入は，

GR

0

8

MD

0

12

死亡率を低下させたなど，有効性を示す報告が散見

SD

3

10

され我々も積極的に行っている。一方，抗血小板薬

PVS

1

7

服用者に対する血小板輸血の有効性は未だに不明確

D

3

26

外傷性頭蓋内血腫 2,7）あるいは急性硬膜下血腫 11）の

で 9），我々はその使用を控えている。出血増大の回
避のため，抗血栓薬は直ちに中止するが，これによ

TA: Traffic Accident, ASDH: Acute Subdural Hematoma, TSAH:
Traumatic Subarachnoid Hemorrhage, GR: Good Recovery, MD:
Moderately Disabled, SD: Severely Disabled, PVS: Persistent
Vegetative Status, D: Dead

り懸念される外傷後脳梗塞 6,13）は我々も 1 例に経験
している（症例 7）。
本検討における服用者の平均年齢は 77.6 歳で非服

用者で 43％（3 ⁄ 7）
，非服用者で 41％（26 ⁄ 63）で有意

用者の 62 歳より有意に高齢であった。内科的基礎疾

差を認めなかった。但し，退院時の転帰は服用者に

患，特に虚血性心・脳血管障害を多く有する高齢者

は MD 以上の予後良好例はなく，一方非服用者には

は，それらに対する予防・再発防止のため抗血栓薬

予後良好例の GR および MD を半数近い 20 例（46％）

を服用する機会が多いと思われる。しかし，同じく

に認めた。特純粋な硬膜下血腫 14 例中，8 例は予後

抗血栓薬を服用することが多い透析患者とは異な

良好例であった。

り 10），過度の運動制限・外出制限はなされていない
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3） Karni A, Holtzman R, Bass T, et al: Traumatic head injury in
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American Surgeon 67: 1098-1100, 2001.

ため，非高齢者あるいは非服用者と同様，交通事故
や転落など高エネルギー外傷を受ける機会も同等に
あると思われる。高齢であること自体による予備能

4） 小山淳二, 長嶋宏明, 三宅茂, ほか：外傷性頭蓋内出血に
おける抗凝固薬・抗血小板薬内服の影響. 神経外傷 33:
48-54, 2010.

力の低下に加え，抗血栓薬による止血機能の低下お
よび高エネルギー外傷により服用者硬膜下血腫の予

5） Lavoie A, Ratte S, Clas D, et al: Preinjury warfarin use among
elderly patients with closed head injuries in a trauma center. J
Trauma 56: 802-807, 2004.

後は極めて不良である。
本検討では硬膜下血腫手術例のみを対象としたが，

6） Marino R, Gasparotti R, Pinelli L, et al: Posttraumatic cerebral
infarction in patients with moderate or severe head trauma.
Neurology 67: 1165-1171, 2006.

対象期間内には服用者硬膜下血腫非手術例も 33 例存
在した。いずれの症例においても服用理由は様々だ

7） McMillian WD, Rogers FB: Management of prehospital
antiplatelet and anticoagulant therapy in traumatic head injury;
a review. J Trauma 66: 942-950, 2009.

が，中には服用理由が不明なもの，ワーファリン処
方例では INR 値測定が全く未施行で入院時検査で 8
以上を示すものなど，投薬法に疑問がある症例が

8） Mina AA, Knipfer JF, Park DY, et al: Intracranial complications of preinjury anticoagulation in trauma patients with head
injury. J Trauma 53: 668-672, 2002.

多々存在したのも事実である。このような受傷時で
の無用な止血機能低下を回避するためにも基礎疾患

9） Ohm C, Mina A, Howells G, et al: Effects of antiplatelet
agents on outcomes for elderly patients with traumatic
intracranial hemorrhage. J Trauma 58: 518-522, 2005.

に対する予防的投薬の見直しおよび処方の適応に関
して，かかりつけ医に啓蒙する必要もあるのではな

10） 榊原陽太郎, 小野寺英孝, 田中雄一郎, ほか：腎透析患者

いかと思われた。

の外傷性急性硬膜下血腫の検討；透析脳の脆弱性と頭部
打撲の機序の文献的考察. 神経外傷 34: 145-150, 2011.

11） Senft C, Schuster T, Forster MT, et al: Management and
outcome of patients with acute traumatic subdural hematomas
and pre-injury oral anticoagulation therapy. Neurol Res 31:
1012-1018, 2009.

Ⅴ─────────────── おわりに ─
当施設で経験した服用者硬膜下血腫手術例の臨床
像および転帰について報告した。服用者は有意に高

12） Stein SC, Smith DH: Coagulopathy in traumatic brain injury.
Neurocritical Care 1: 479-488, 2004.

齢で，外傷時すでに存在する止血機能低下のため予

13） Tawil I, Stein DM, Mirvis SE, et al: Posttraumatic cerebral
infarction; incidence, outcome, and risk factors. J Trauma 64:
849-853, 2008.

後不良であった。

文

献

1） 相原英夫, 阿久津宜行, 小山淳二, ほか：抗凝固・抗血小板
治療中の外傷性頭蓋内出血に対する治療と管理. 神経
外傷 34: 139-144, 2011.

■ 榊原 陽太郎
（聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 脳神経外科）

2） Ivascu FA, Howells GA, Junn FS, et al: Rapid warfarin reversal in anticoagulated patients with traumatic intracranial
hemorrhage reduces hemorrhage progression and mortality. J
Trauma 59: 1131-1139, 2005.
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急性脳症と診断された乳児虐待の１例

A case of the infant abuse that was diagnosed
as acute encephalopathy
RYUJI ISHIZAKI, MASASHI KITAGAWA, YUZURU TASHIRO

石崎 竜司

北川 雅史

田代 弦

Department of Neurosurgery, Shizuoka Children’s Hospital

A 4-month-old girl was suddenly suffered from generalized convulsion probably caused by meningitis, which was
diagnosed at a previous hospital, and transferred to our
hospital in emergency. On admission to our PICU, she
grew worse with intractable convulsion without consciousness, and was diagnosed as an acute encephalopathy introduced by meningitis with the findings of routine MRI at
hospitalization. One week later, however, the results of
head 3D-CT and MRI re-checked by neurosurgeons raised
a suspicion of head injury caused by child abuse. The
closer hearing of clinical course with her parents proved
the abuse by her grandmother. This case suggests that it
should be necessary to consider a possibility of child abuse
for even a case once diagnosed as an acute encephalopathy,
and to apply various kinds of image studies and examination with a fundoscopy.

静岡県立こども病院 脳神経外科
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80 mg/dl，塗抹陰性であったが，髄膜炎の診断で入

Ⅰ─────────────── はじめに ─

院となる。

乳児の虐待症例においては，急性硬膜下血腫，眼

翌日に症状改善傾向も，2 日後に全身痙攣をきた

底出血，脳症が 3 主徴と言われている。しかし，な

し，痙攣頓挫後も意識レベル低下も認めたために当

かには全てそろわなかったり，虐待受傷機転がはっ

院へ紹介入院となる。
入院時所見：Airway（A）⁄ Breathing（B）⁄ Circulation

きりしなかったりで，診断に苦慮する症例もみられ

（C）は安定。意識レベルは GCS E4V1M4。右共同偏

る。
今回，意識障害と痙攣重積にて入院され，髄膜炎

視あり。

後の急性脳症と診断され，後に虐待が明らかとなっ

当院 Pediatric intensive care unit（PICU）入室後に
全身痙攣をきたし，挿管管理となる。抗生剤投与し，

た乳児症例を経験したので報告する。

MRI（Fig.1）にて急性脳症の診断にてステロイドパル

Ⅱ─────────────── 症

ス開始となる。

例 ─

前医での髄液検査が traumatic tap による血性髄液

患者は，4 ヵ月 女児，出生・発達歴に特記事項な

であったため，再検査を行い，細胞数は 36 ⁄ 3 であっ

し。生来健康であったが，朝から発熱と哺乳不良が

た。

あるため，近医受診し，WBC 25900 ⁄ CRP 6.1 と炎

入院後経過：痙攣のコントロールに難渋したが，急

症所見を認めた。腰椎穿刺による髄液検査にて細胞

性期には，バルビツレートを使用し，その後，抗痙

数 1173 ⁄ 3（好中球 70 ％）に対し，蛋白 72 mg/dl，糖

攣剤を 3 剤使用することで，コントロールされた。
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Fig.1 Brain MRI.
Diffusion weighted image (DWI) shows diffuse hyper intensity in bilateral
cerebral hemisphere (a & b).

Fig.2 Brain CT.
Interhemispheric and tentorial subdural hematoma is seen in a, and threedimensional CT scan shows right frontal skull fracture (b, arrow).

Fig.3 Brain MRI.
Flair weighted image (WI) shows right frontal (a) and interhemispheric (b)
subdural hematoma.

脳腫脹はそれ程なく，外科的介入は必要なかった。

で父方祖母が面倒をみていたが，母が帰宅すると患

1 週間後 MRI（Fig.2）にて急性硬膜下血腫を認めて

児の右前頭部に皮下血腫を認めたことがあり，その

虐待が疑われたため，入院時頭部 CT（Fig.3）を見直

数日後に痙攣様症状が出現したことから，父方祖母

して頭蓋骨骨折と薄い急性硬膜下血腫を確認した。急

による虐待と考えた。

性硬膜下血腫は，再構成した sagittal CT 像では確認

患児の状態は，当初，経管栄養下で右優位に痙性

できたが，入院時の MRI では，axial 像のみだった

麻痺を認めていたが，徐々に改善して経口哺乳可能

ため判別しにくかった。眼科受診し両側眼底出血も

となり，追視もみられるようになり，3 ヵ月後に退

認めた。家人に詳細に経過を聴取し直し，両親不在

院となった。現在は外来にてフォローしているが，
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生後 1 歳 4 ヵ月の段階で，上肢優位に痙性麻痺を認

Weighted Imaging）， MRS（ Spectroscopy）， DTI

めており，座位も不可能な状態で発達遅滞を認めて

（Diffusion Tensor Imaging）
を組み合わせることで，病
変の範囲や予後が判明する 1）と言われており，急性脳

いる。

症の症例でも積極的に虐待を疑い，上記所見を参考に

Ⅲ─────────────── 考

画像診断を行う必要があると思われる。また，眼底出

察 ─

血の有無が虐待の診断に有用である 4）ので，できるだ

虐待症例においては，乳児症例が多いことや正確

け早期に眼底検査を行うことも重要である。

な受傷機転を両親から得ることが難しい等の理由か
ら診断に苦慮することがある。また，一見して急性

Ⅳ─────────────── おわりに ─

脳症と診断される症例については，頭部外傷と異な

小児科医によって髄膜炎から急性脳症と診断され

り，脳神経外科医が関わることが極めて少ないので，
診断をより困難にすると思われる。小児科や小児救

たが，最終的には虐待であった症例を経験した。急

急医師に対して，たとえ急性脳症と診断しても虐待

性脳症の症例でも，虐待の可能性を念頭において画

を念頭においての経過聴取をすべきとの啓蒙は必要

像検査や眼底検査を行うことが必要であると思われ

であると考える。

た。

今回の症例において，当初は頭部外傷と考えてい
なかったため，当院で重症頭部外傷に対して行って
文

いる頭蓋内圧モニターによる低体温療法や高浸透圧

献

1） Ashwal S, Wycliffe ND, Holshouser BA: Advanced
neuroimaging in children with nonaccidental trauma. Dev
Neurosci 32 (5-6): 343-360, 2010.

療法による頭蓋内圧のコントロールは行わなかった。
それによって頭蓋内圧の上昇が予後に影響した可能

2） Demaerel P, Casteels I, Wilms G: Cranial imaging in child
abuse. Eur Radiol 12 (4): 849-857, 2002.

性は否めないが，頭部外傷後の一番脳腫脹が強い時
に難治性痙攣をきたし，痙攣コントロールにバルビ

3） Suh DY, Davis PC, Hopkins KL, et al: Nonaccidental
pediatric head injury: diffusion-weighted imaging findings.
Neurosurgery 49 (2): 309-318, 2001.

ツレートが使用されているので，ある程度の頭蓋内
圧のコントロールは行えていたとも考える。

4） Togioka BM, Arnold MA, Bathurst MA, et al: Retinal
hemorrhages and shaken baby syndrome: an evidence-based
review. J Emerg Med 37 (1): 98-106, 2009.

小児虐待での画像所見としては，頭部 CT にて mix-

density convexity subdural hematoma（SDH）や interhemispheric SDH を認める 2）。MRI では DWI と ADC
（Apparent Diffusion Coefficient）を組み合わせること

■ 石崎 竜司（静岡県立こども病院 脳神経外科）

で，より早期に外傷による白質病変等の描出が可能と

〒 420-8660 静岡県静岡市葵区漆山 860 番地
TEL: 054-247-6251 / FAX: 054-247-6259
E-mail: r.ishizaki@sch.pref.shizuoka.jp

なり，大脳半球の posterior aspects に異常が多いとい
う報告もある 3）。最近では MRI の SWI（Susceptibility-
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潜在性キアリ１型奇形に合併した

A case of the cerebellar contusion associated
with subclinical Type I Chiari malformation :
Case Report

小脳扁桃挫傷の１例

秋山 理

渡邉 瑞也

中尾 保秋

山本 拓史

OSAMU AKIYAMA, MITSUYA WATANABE, JYOUJI TOKUGAWA
YASUAKI NAKAO, TAKUJI YAMAMOTO

徳川 城治

Department of Neurosurgery, Juntendo Shizuoka Hospital

The typical clinical manifestation of Type I Chiari malformation is slowly progressive mainly in the adults. Therefore,
it is rare to see the patient in acute progression of the disease,
especially in the childhood. We had a 7-year-old boy with
mild head trauma associated with formerly unknown Type I
Chiari malformation. He had no neurological deficit other
than nystagmus and headache right after the blow in the left
retroauricular area. Computed tomography revealed hemorrhagic contusion in the left cerebellar tonsil. Magnetic
resonance (MR) image revealed tonsillar herniation to the
foramen magnum and a hypoplasia of the corpus callosum,
which were the strong evidence of the Type I Chiari malformation. The headache gradually improved without any
invasive treatment. In the literature, some authors pointed
out that the cerebellar contusion occasionally results in acute
neurological deterioration. When it happens to the Chiari
Type I malformation patient whose cerebellar tonsils are
already herniated, the symptom could be worse. We have to
be aware of such traumatic pediatric patients harboring
Chiari Type I malformation.
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潜在性キアリ 1 型奇形の診断に至った症例を経験し

Ⅰ─────────────── はじめに ─

たので報告する。

キアリ 1 型奇形は，脊髄空洞症などの病態による
二次性神経症状で発症し診断されることが多く，緩

Ⅱ─────────────── 症

徐な発症から小児期には診断に至らず潜在性に経過
することがある。MRI の普及に伴い，小児期に潜在

患

性キアリ奇形の診断に至る症例が増加しているが

既往歴・家族歴：特記すべき事項なし。

5）
，

例 ─

者：7 歳，男児。

そのような潜在性キアリ奇形の患児は，小脳扁桃の

成長発達・アレルギー：特記すべき事項なし。

大後頭孔への陥入により，軽微な外力で小脳扁桃が

現病歴： 2 m の高さより転落し，左耳介後部を打

損傷を受けやすく，小脳扁桃挫傷に至る危険性が懸
念されている

撲，頭痛を訴え受傷当日に初診となった。
来院時神経学的所見：意識清明（GCS = E4V5M6）

2）
。そのため，小児の頭部外傷では軽

症の頭部外傷であっても重症化する可能性があり 3），

で，運動麻痺，感覚障害は認めなかった。注視方向

画像的精査や慎重な経過観察が必要である。今回

性水平性眼振を認めるのみで，小脳症状やその他の

我々は，軽微な外傷を機に小脳扁桃挫傷をきたし，

脳神経症状は認めなかった。
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Fig.1 The head Computed Tomography (CT) on arrival
revealed traumatic subarachnoid hemorrhage (A) and
the brain contusion on left cerebellar tonsil (B) in
cranio-cervical junction. The head CT revealed no
acute brain swelling and hydrocephalus (C).
Fig.3 Magnetic Resonance Image revealed the cerebellar
tonsils with contusion was herniated through the
foramen magnum into the cervical spinal canal (white
arrow head).
(A: T1 weighted image, sagittal view, B: T2 weighted image,
sagittal view)

Fig.4 Magnetic Resonance Image revealed the hypoplasia
of corpus callosum (arrow).

よび脳梁形成不全（Fig.4）を認め，外傷を機に偶発的
に発見されたキアリ奇形と診断した。脊椎 MRI では
脊髄空洞症および二分脊椎は認めなかった。
入院経過：CT，MRI 所見よりキアリ奇形に伴う小

Fig.2 The head Magnetic Resonance Image on arrival
revealed the left cerebellar contusion on left cerebellar
tonsils (arrow).

脳扁桃挫傷と診断し入院治療を開始した。受傷時より

(A: T1 weighted image, axial view, B : T2 weighted image,
axial view, C: fluid attenuated inversion recovery, axial view)

症状は認めず，頭蓋内圧亢進症状はないと判断し保存

頭痛を訴えたが，注視方向性水平性眼振以外の脳神経
的治療を行った。入院後，病状の増悪はなく経時的に
行った頭部 CT でも，画像上の悪化は認めなかった。

画像所見：頭部単純レントゲンに骨傷はなく，骨の

受傷 3 日目には頭痛，眼振も消失し自覚症状，神経学

形態異常も認めなかった。頭部単純 CT では大後頭孔

的所見ともに正常となった。神経学的異常所見，およ

近傍に外傷性くも膜下出血（Fig.1-A）
，および左小脳

び後遺症なく受傷 11 日目に独歩退院した。

扁桃に低〜高吸収域を呈する小脳挫傷（Fig.1-B）を認
めたが，外傷に伴う急性脳腫脹や水頭症（Fig.1-C）は

Ⅲ─────────────── 考

合併していなかった。頭部単純 MRI では左小脳扁桃

察 ─

に限局する小脳挫傷（Fig.2）を認め，矢状断では両側

キアリ 1 型奇形は，成人発症が多く感覚障害，上肢

小脳扁桃の大後頭孔から第 1 頚椎への陥入
（Fig.3）
，お

の筋力低下，失調，下位脳神経障害，眼振，頭痛な
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ど多彩な症状を呈し，緩徐な症状の進行や二次性の

Ⅳ─────────────── おわりに ─

脊髄空洞症で診断に至ることが多い 1,7,9）。一方，小
児のキアリ 1 型奇形は，急性期症状を呈することは

キアリ奇形では，軽微な外傷により小脳扁桃挫傷を

稀であり，頭部外傷の初療でキアリ奇形と診断する

起こす可能性があり，頭蓋頚椎移行部も含めた頭部単

ことは困難である。文献上，小児頭部外傷における

純 CT での画像診断と慎重な経過観察が必要である。

小脳扁桃挫傷は稀であり，キアリ奇形に合併した小

神経症状を伴う場合，脳ヘルニアに陥りやすく，緊急

脳扁桃に限局する脳挫傷の報告は 1 例のみである

手術を含めた治療を検討する必要がある。小脳扁桃挫

2）
。

傷を合併したキアリ奇形の 1 例を報告した。

本症例では，小脳扁桃の陥入が外傷によるものなの
か，先天性奇形によるものなのか鑑別が問題となる
が，脳ヘルニアの急性症状としては，本症例の意識

文

状態，神経学的所見が軽症であり，両側の小脳扁桃

献

1） Cameron AH: The Arnold-Chiari malformation and other
neuroanatomical malformations associated with spina bifida. J
Pathol Bacteriol 73: 195-211, 1957.

の陥入所見や，脳梁形成不全の合併などの画像所見
から急性小脳扁桃ヘルニアではなく，潜在性キアリ

2） Couldwell WT, Zhang W, Allen R, et al: Cerebellar contusion associated with type I Chiari malformation following
supratentorial head trauma: case report. Neurol Res 20（1）: 9396, 1998.

奇形に合併した小脳扁桃挫傷と診断した。小脳挫傷
の機序として，頭部外傷により大後頭孔骨縁に接す
る小脳扁桃に直接の外力が加わり，それによって引

3） D'Avella D, Cacciola F, Angileri FF, et al: Traumatic intracerebellar hemorrhagic contusions and hematomas. J
Neurosurg Sci 45（1）: 29-37, 2001.

き起こされる直接損傷や，頚部過伸展による圧迫や
血管損傷などが報告されている 2）。1 型キアリ奇形
は，大後頭孔に小脳が陥入しているため小脳レベル

4） D'Avella D, Servadei F, Scerrati M, et al: Traumatic intracerebellar hemorrhage: clinicoradiological analysis of 81
patients. Neurosurgery 50（1）: 16-25; discussion 25-27, 2002.

での脳損傷を受けやすく，小脳挫傷や脳浮腫に惹起
される脳ヘルニアや，髄液循環障害による水頭症を

5） Strahle J, Muraszko KM, Kapurch J, et al: Natural history of
Chiari malformation TypeⅠ following decision for conservative treatment. J Neurosurg Pediatrics 8: 214-221, 2011.

機に重症化が起こると考えられる。そのため頭部外
傷後に，小脳症状，下位脳神経麻痺，上肢の筋力低

6） Mampalam TJ, Andrews BT, Gelb D, et al: Presentation of
type I Chiari malformation after head trauma. Neurosurgery
23（6）: 760-762, 1988.

下などの症状が出現し，キアリ奇形の診断に至る症
例 6）や，小児のキアリ奇形に伴った外傷で急性症状

7） Mohr PD, Strang FA, Sambrook MA, et al: The clinical and
surgical features in 40 patients with primary cerebellar ectopia
（adult Chiari malformation）
. QJ Med 46: 85-96, 1977.

をきたした症例 2,3），キアリ奇形の軽微な外傷で重症
化した症例の報告もあり 8,10），神経学的診察や画像
診断は，軽微な頭部外傷だとしても慎重に行う必要

8） Murano T, Rella J: Incidental finding of Chiari I malformation with progression of symptoms after head trauma: case
report. J Emerg Med 30（3）: 295-298, 2006.

がある。本症例では，神経症状の悪化による緊急手
術を準備し経過観察を行ったが，結果的には保存的

9） Saez RJ, Onofrio BM, Yanagihara T: Experience with
Arnold-Chiari malformation, 1960 to 1970. J Neurosurg 45:
416-422, 1976.

治療にて軽快した。キアリ奇形に伴う小脳挫傷にお
ける手術適応に関しては決まった見解はないが，受

10） Wolf DA, Veasey SP 3rd, Wilson SK, et al: Death following
minor head trauma in two adult individuals with the Chiari I
deformity. J Forensic Sci 43（6）: 1241-1243, 1998.

傷時より脳ヘルニア徴候，頭蓋内圧亢進症状，中等
度以上の意識障害や脳神経症状を認める場合，後頭
蓋窩における 3 cm を超える脳挫傷や出血などの病変
がある場合は緊急減圧開頭術などの外科的治療が必
要とする意見が多い 2,4）。今回の症例においては，手
術適応のいずれにもあてはまらず，治療の選択は妥

■ 秋山 理
（順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科）

当であったと考えられた。また，今回の外傷性くも

〒 410-2295 静岡県伊豆の国市長岡 1129
TEL: 055-948-3111 / FAX: 055-946-0516
E-mail: akiyamaosamushi@hotmail.com

膜下出血を機に髄液循環障害をきたし，脊髄空洞症
に進行する可能性があり，引き続き経過観察が必要
であると判断された。
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外傷性てんかんにおける

Iomazenil (123I-IMZ) SPECT in a case
of traumatic epilepsy

ベンゾジアゼピン受容体 Iomazenil

（123I-IMZ）SPECT の施行経験
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We report a case of reversible findings of 123I-IMZ-SPECT
in a patient with traumatic epilepsy. A 78-years-woman
suffered from traumatic acute subdural hematoma without
cerebral contusion. She underwent emergent surgical
hematoma evacuation on the same day. Though her post
operative course was uneventful, epileptic seizure occurred
on day 11. Her symptoms was prolonged, then improved
gradually. On the first study (day16) 123I-IMZ-SPECT
showed cortical accumulation loss in the right hemisphere,
and these accumulation loss recovered on second study
(day 44). Generally, accumulation loss in 123I-IMZ-SPECT
indicates irreversible neuronal damage. In the present case
with traumatic epilepsy, improvement of accumulation
loss was observed. It is thought that 123I-IMZ-SPECT can
detect both irreversible and reversible brain damages.
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いられている。本検査は 123I-IMZ をトレーサーとし

Ⅰ─────────────── はじめに ─

て BZP 受容体への結合状態を定量的に測定して機能

現在脳神経疾患領域では種々の画像検査が発達し

的異常状態にある病変を検出することができ，その

ているが，近年神経細胞のベンゾジアゼピン（BZP）

集積低下は従来の見解では不可逆的な脳障害の指標

受容体の変化を可視化することで神経細胞の機能評

とされていたが 5,9,17），最近になり可逆的な所見変化

価が行われるようになった 3,8）。脳循環代謝を指標と

を示す症例報告もされるようになった 6,10）。

した従来の SPECT や PET などの検査法と比べて細

今回我々は発作が重積し症状が遷延した外傷性て

胞受容体レベルで直接的に神経活動が検出できるた

んかん症例に対して，脳障害評価を目的に 123I-IMZ-

め異常病変の局在診断の精度が向上している。特に

SPECT を施行し，その集積の低下所見の経時的な改

てんかん症例では脳波や MRI だけでは診断が困難で

善がみられた症例につき報告する。

あった症例での病変検出が可能となり臨床応用され
ている 14,15,18）。123I-Iomazenil（イオマゼニル：以下
123I-IMZ）SPECT

Ⅱ─────────────── 症

は BZP 受容体検査の一つであり，

例 ─

71 歳，女性。高血圧，心筋梗塞の既往歴があり，

各脳神経疾患の機能的神経細胞障害の診断評価に用
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Fig.1 The initial CT scan showing
massive acute subdural hematoma
without cerebral contusion in the
right side.

A

B

Fig.2 FLAIR image of MRI (day11) revealed no remarkable changes (A),
and 5 months after had no changes in the right cerebral cortex (B).

Fig.3 The first SPECT (day11) study
revealed severe accumulation loss
in the right hemisphere mainly.

Fig.4 The second SPECT (day44)
study revealed improvement of accumulation loss and demonstrated
improvement of neuronal dysfunction.

近医でアスピリンとクロピドグレルの服用管理を受

出血で抗血小板薬作用による出血傾向が血腫増大に

けている。屋外歩行中に転倒し際に頭部を強く打撲

影響したものと推定された。重度の実質損傷がなく

し当院へ救急受診した。

続発的な脳腫脹は生じていなかったため外減圧処置

来院時の意識障害は GCS 14 点，軽度の左不全麻痺

は追加せず閉頭し終了した。

がみられた。頭部 CT では右急性硬膜下血腫が確認さ

術後経過は術翌日より症状の改善が得られ経過良

れ，脳圧排所見を認めるほど血腫量も多く
（Fig.1）
，ま

好であったが，第 11 病日に記銘力障害，左片麻痺

た頭痛嘔吐など頭蓋内圧亢進症状が強かったため同

片，錯語，空間無視などの皮質症状が出現した。そ

日開頭血腫除去術を行った。手術は大開頭により血

の後頻回に左上下肢の痙攣発作がみられるように

腫除去を行い大部分の血腫を除去し，止血減圧効果

なった。同日行った頭部 MRI では顕著な実質変化は

が得られた。術野内の観察を行ったところ局所的な

みられず（Fig.2-A），血液生化学検査での異常もな

脳実質外傷変化は乏しく，出血源は架橋静脈からの

かったため遅発性の外傷性てんかんと診断した。痙
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攣症状が頻発するため抗けいれん薬 （カルバマゼピ

に penumbra の検出がされるなど 5,20），従来の画像

ン 50 mg/day，レベチラセタム 1000 mg/day）の投薬

検査ではとらえきれない局所的異常病変の診断症例

を開始して症状の制御を行った。第 16 病日に行った

が報告されている。また脳神経外傷の領域でも本検

123I-IMZ-SPECT

査による神経機能障害診断の報告が複数ある 1,6,9,19）。

では病側大脳半球を中心に広範な

集積像の低下がみられ，脳皮質機能が広範に低下し

このように本検査は細胞機能障害の評価を行う上で

ていることが窺われた（Fig.3）
。なお当院では非対称

理論的に有用な臨床検査として確立しつつある。123I-

性指数（Asymmetry Index; AI）理論による定性的画

IMZ-SPECT の検査所見の評価についてであるが，

像解析を用いて画像を作成し，付属の color scale bar

BZP 受容体への集積像が脳内の機能的神経細胞密度

（青色系ほど障害度が高度）を指標として重症度を評

を反映し，その低下所見は脳神経細胞機能の不可逆

価している。けいれん発作が消腿した後も投薬治療

性を反映することが報告されている 6,9,17）。今回我々

とリハビリテーションによる療養を継続したところ

は発作後に症状が遷延していた時期に局所的脳実質

緩徐な症状改善がみられたが，1 ヵ月経過しても依

の損傷所見のない外傷性てんかん症例に施行したと

然として片麻痺症状や記銘力障害が遷延しているこ

ころ，広範な機能低下が観察され病態の評価に有用

とから不可逆的な脳機能障害が残存しているものと

であった。

推定した。しかしながら第 44 病日に施行した 123I-

本症例ではてんかん発作が頻回に起きてんかん後

IMZ-SPECT の追跡検査では前回と比較して集積像

の神経脱落症状が短期間で回復しなかったことから

の良好な改善がみられた（Fig.4）
。その後も療養を継

当初は不可逆的なレベルに障害された脳神経障害が

続し，入院期間中に運動症状は回復が得られたもの

すでに完成しているものと考えていたが，症状や検

の 軽 度 の 記 銘 力 障 害 が 残 存 し ， GOS（ Glasgow

査所見が緩徐ではあったが一転して改善がみられた

outcome scale），MD（moderate disability）の予後判

ことは興味深かった。Kauppinen らは 2002 年に BZP

定で第 54 病日にリハビリテーション病院へ転院し

受容体 SPECT を用いて 19 名の頭部外傷患者と 18

た。

名の健常者の所見の比較を行い，外傷患者群に有意

現在自宅で ADL を回復され経過良好である。受

に不可逆的ないわゆる permanent injury が確認され

傷 5 ヵ月後に施行した頭部 MRI では脳委縮など細胞

たことを報告している 9）。外傷領域においても BZP

脱落に関連した脳実質の所見変化はみられていない

受容体検査の異常が不可逆的な脳損傷を示すものと
して認識されていたが，近年になり Koizumi ら 10）

（Fig.2-B）。

や Heiss 6）により頭部外傷患者に対して施行した 123I-

Ⅲ─────────────── 考
123I-Iomazenil（123I-IMZ）SPECT

IMZ-SPECT で異常所見が回復することが確認され

察 ─

reversible neuronal dysfunction の存在が示されるよ

はベンゾジアゼピ

うになった。この理由として Heiss は外傷性の細胞

ン（BZP）受容体検査の一つで，近年各脳神経疾患の機

障害が脳虚血病態にみられるようなシナプス端細胞

能的神経細胞障害の診断評価に用いられており，神経

膜のエネルギー障害とは異なることや浮腫が影響す

受容体という直接的な神経活動が検出できるため異常

るなど間接的細胞障害の機序により致死的な細胞障

病変の局在診断の精度が向上している

3,8）
。特にてん

害を免れている可能性を指摘している 6）。123I-IMZ-

かん症例では脳波や MRI では器質的な局所診断が困

SPECT が脳虚血障害における penumbra の検出と同

難であった病巣検出が可能となり病変切除を要する側

様，機能的 viability を残した神経細胞の検出が可能

頭葉てんかん症例には良い適応がある

であることを示しているものと思われる。一方で前

14,15,18）
。その

他，ハルツハイマー型認知症などの変性疾患
精神神経疾患

頭葉機能症状を有する軽症脳外傷症例での研究では，

7,12,16）や

逆に集積像の亢進所見が確認される病態も報告され

11,13）においては機能的検査といっても

脳波や脳循環代謝検査での評価方法しかなかったが，

ている 4）。これら神経外傷領域の報告をみると 123I-

神経細胞活動の可視化という別の角度から病態評価

IMZ の集積低下だけが機能障害を示すのではなく，

が可能となり，また虚血性脳血管疾患ではより詳細

亢進状態でも受容体レベルでの神経活動に不安定性

160
神経外傷 Vol.35 2012

が生じているものと推測される。よって脳神経外傷

IMZ-SPECT を行い可逆性の神経細胞の機能低下を

の領域では 123I-IMZ-SPECT の集積低下は必ずしも

確認した。脳神経外傷において脳組織が形態的に温

不可逆的損傷を示唆するものではなく検査所見の解

存されている場合，回復可能な一過性の機能的障害

釈も一様ではないことから，神経細胞障害を評価す

にとどまっている脳神経細胞が存在している可能性

る場合は様々な病態が混在していることを考慮し他

が あ る 。123I-IMZ-SPECT の 所 見 評 価 に 際 し て は ，

の検査所見と合わせて評価を行う必要があるだろう。

各種の神経細胞障害に応じた病態解釈を行う必要が

外傷性てんかんの組織病理についての報告は必ず

ある。

しも多くはないが，新井は神経細胞糸 海馬の脱落，

GABA 作動性ニューロンの減少，軸索変性，発芽現
象によるシナプス形成
している

などの形態学的変化を報告
文

2）
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頭部外傷後 37 年にて発症した

Cerebral fluid rhinorrhea 37 years
after head injury: A case report

遅発性髄液鼻漏の１例
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Based on the Japan Society of Neurotraumatology guidelines for management of severe head injury, delayed-onset
traumatic cerebrospinal fluid (CSF) leakage should be
treated by the surgical repair, because it is hard to cure the
leakage completely by conservative therapy. However, it
is not always easy to determine the location of the leak to
be repaired when the leak is intermittent.
This time, we treated a 62-year-old male with delayedonset traumatic CSF rhinorrhea. He had a closed head
injury and lost his left eye sight in the motor cycle accident
37 years ago. We performed a left frontal craniotomy to
repair the CSF fistula. During the operation, we confirmed
a fistula of the left fronto-basal bone. But intraoperative CT
revealed that the location of the fistula was different from
where we had predicted before operation. Very thin bone
was observed there. We covered both the leak point and
the very thin bone using pericranial flap. He had no recurrence of rhinorrhea in 11 months of follow-up.
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既往歴：頭部外傷；37 年前のバイクの自損事故に

Ⅰ─────────────── はじめに ─

より受傷し，他院に入院。本人・妻からの伝聞によ

頭部外傷後の遅発性髄液漏はすでにガイドライン

ると，当時明らかな意識障害はなかったが，受傷直

15）
，手術適応とされている。今回初発の

後見えていた左眼が，しばらくして失明したとのこ

髄液鼻漏が，頭部外傷後 37 年という非常に遅い時期

とであった。その後，左眼の視力消失以外には明ら

に認められた症例に対して，経頭蓋的な修復術を施

かな神経脱落兆候を認めることなく独歩退院。B 型

行した。また今回当初予想していた部位とは実際の

肝炎；輸血歴なし。

においても

現病歴：受傷より現在まで髄膜炎を含め，髄液漏

髄液の漏出部が異なっていた。以上を踏まえ，若干

を疑う症状は聴取できなかった。受傷より 37 年後

の文献的な考察を含めて報告する。

に，起床時のみ認める 3 日続く鼻汁・1 日前からの

Ⅱ─────────────── 症

頭重感・頭痛・立ちくらみにて当院を初診。また職

例 ─

場環境が変化した後より数ヵ月にわたる咳嗽が続い

患

者：62 歳，男性。

ているとのことであった。初診時，左眼の視力消失

職

業：造船業

以外には神経学的異常所見を認めず，体温は 36.6 ℃
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Fig.1 Axial CT scan (A) showing air in the left frontal
lobe and bilateral ventricles, coronal bone imaged
coronal CT (B) and 3D-CT (C) showing a discontinuity
of the left front-basal bone. Axial T2-weighted image of
MRI showing contusion in the left frontal and temporal
lobes (D).

Fig.2 Operative views (A, B and C). Pericranial flap
taken after bifrontal approach (A). A tear of the dura
(B), a defect in the fronto-basal bone and fracture lines
(C) seen after extradural approach. Intraoperative CT
showing the small sheet right on the bone defect.

Arrow indicating the location where we considered as a
bone defect before operation.

Arrow head indicating the tear of the dura. Circle indicating the bone defect and fracture lines. Arrow indicating the
small sheet as a marker.

で項部硬直も認めなかった。精査として頭部 CT・

MRI を施行。左前頭・側頭葉の脳挫傷の痕，脳室内
の空気の貯留を認めた。また前頭蓋底に骨欠損部と
思われる部位も認めた（Fig.1）
。血液学的検査では，

径 14 mm と比較的大きい欠損であると判断した。ま

軽度の白血球上昇（9,000 /µl（好中球 69.3％）
）以外に

た本人は職場復帰を強く希望しており，職場環境で

は異常を認めなかった。

大きな咳をする可能性があるとのことであった。以

入院後経過：入院の上，セフォタキシムナトリウ

上のことを踏まえ，経鼻的処置よりも十分な補強に

ム 1 g ×（二）／日の静脈投与を 7 日間施行。安静臥床

なると考え，開頭，硬膜外アプローチでの処置を選

を保った。入院中の髄液検査でも特に異常は認めな

択した。両側前頭開頭を行い，大きめの有茎骨膜を

かった。髄液検査と併せてメトリザマイド CT を行

確保し（Fig.2-A），また皮弁より筋肉片を採取した。

うも，明らかな漏出部位は特定できなかった。入院

骨欠損部には硬膜外よりアプローチしたところ，左

10 日目に座位をとったところ，入院後初めての無色

前頭蓋底部骨欠損部に硬膜が入り込み，その硬膜に

透明の左鼻孔からの鼻漏を認めた。テステープで糖

断裂部を認めた（Fig.2-B）。骨欠損部から左右に骨折

陽性（＋＋）であり，髄液鼻漏と診断した。翌日白血球

線が延びており（Fig.2-C），欠損周囲の骨は非常に薄

数が 5,290 /µl（好中球 54.3％）と明らかな炎症反応が

かった。骨欠損部にＸ線非透過性のマーカーを置き，

ないことを確認の上，同日開頭による外科的治療を

術中 CT を撮影（Fig.2-D）。骨欠損部は当初予想して

施行。

いた場所より外側であり，術前に骨欠損として描出

手術所見：37 年前の頭部外傷による遅発性髄液鼻

されていた部には術野では菲薄化した骨を認めてい

漏と診断。左前頭蓋底骨欠損と考えた部が CT 上長

た。硬膜の欠損部には開頭時の皮弁より採取した筋
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肉片を挟みこむようにし，硬膜を縫合閉鎖した。さ

体の上昇や胸部 CT 上の異常も認めなかった。今回

らに有茎骨膜を前頭蓋底に敷き込んだ上で，頭蓋形

の繰り返す大きな咳の原因として，職場での粉塵の

成を行い，再建術を終了した。

影響が考えられ，復職時には防塵マスクの着用を指

術後経過：術後，メロペネム 0.5 g ×（二）／日の静脈

導した。本症例では外傷後に左眼の視力低下からの

投与を 7 日間施行。術後 5 日目までは安静臥床とし

失明を認めており，外傷性視神経損傷であったと考

た。6 日後から歩行を開始するも，髄液鼻漏を認め

えられる。現在であれば視神経管開放術が視力低下

ることなく経過。嗅覚を含め，新たな神経脱落兆候

時に行われ，骨欠損部が確認されていれば，併せて

は認めなかった。術後 11 ヵ月経った現在，髄液鼻漏

修復されていた可能性もある。また，遅発性髄液漏

の再発なく経過している。

が繰り返す髄膜炎の原因となっていたものの，診断
が 遅 れ た 症 例 も 認 め て お り 5,8,9），現 実 に は 診 断 に

Ⅲ─────────────── 考

至っていない症例もあろうかと思われる。

察 ─

遅発性髄液漏が診断された場合には修復術が必要

本邦においてはすでに外傷性髄液漏についての治

となるが，外科的治療を選択する上で重要なことは

療はガイドライン化されており，遅発症例は自然治

髄液漏出部の正確な診断である 16）。より正確な瘻孔

癒が少なく，手術適応となっている 15）。遅発性は受

部位診断は，メトリザマイドのクモ膜下腔注入によ

傷から 48 時間以降に生じたものを意味するが 13），今

る脳槽 CT 撮影と MRI が有効とされている 16）。た

回のように，受傷時から手術加療をすることなく 30

だそれでもなお髄液鼻漏の瘻孔部位診断は必ずしも

年以上を経て，初発の髄液漏を認めた報告は少ない。

容易ではなく 1,10），髄液漏が間欠的であれば，メト

我々が渉猟し得た限りでは，詳細が記載されたもの

リザマイド CT で捉えることはスナップショットの

はこれまでに 5 例の報告を認めるのみである

ようで容易ではなく 1），瘻孔部位を診断できない症

1,2,3,12,14）
。

報告では初発の髄液漏が外傷より 30〜41 年経過して

例がある 10）。また，髄液鼻漏の増減の反復が本疾患

おり，発症時の年齢は 40 から 58 歳と高齢の患者は

の特徴でもあり，軟性ファイバースコピー検査にて

認めなかった。Okada らの 1 例

12）を除いては，受傷

鼻腔内を観察しても，漏出点を確認できないことも

時に明らかな意識障害を伴っておらず，Okada らの

ある 9）。本症例でも，入院中の髄液検査時にメトリ

1 例も意識障害 は軽度で，数日の入院加療 のみと

ザマイド CT を併せて施行していた。安静を保ち髄

なっている。瘻孔部は前頭蓋底で，いずれも鼻漏で

液鼻漏を認めていなかったことも原因とは思われる

あった。4 例に髄膜炎を合併しており 1,2,12,14），その

が，明らかな髄液漏出部はとらえられなかった。ま

うちの 1 例のみが髄膜炎にて死に至っているが 14），

た髄液鼻漏再発率は経頭蓋法 6〜17.6％，内視鏡下鼻

それ以外の全例に修復術が施行され，治癒を認めて

内手術 14.3％との報告も認める 7）。当院では手術室

いる 1,2,12）。本症例でも髄膜炎の予防を意識し，MIC

にガントリーが自走する 16 列 CT を導入している。

（minimum inhibitory concentration）が低く耐性菌に

患者の移動なく，短時間で術中 CT が撮像できるこ

までスペクトラムがあり，かつ髄液移行性が良好であ

ともあり 17），今回術中 CT にて，術前 CT で予測し

るとのことで推奨されている抗生剤であるセフォタキ

た髄液漏出部が術野の所見と一致することを確認し

4）
。ある期間を経て

ようとした。また，通常 CT 撮影時には 100〜120 kV

起こる遅発性髄液漏の原因として，骨折部とその周囲

の管電圧が多用されており 6），本症例でも術前・術

の不完全修復組織に対し，年齢による脳の萎縮 12）や

中 CT では 120 kV の管電圧を使用していた。しかし，

頭蓋内圧を急激に上昇させる何らかの機転

10）により

マーカーを置いた撮像にて，髄液漏出部は術前の検

髄液漏が引き起こされると考えられており，本症例

討とは異なった部であることが判明した。瘻孔部の

も経年性の脳の萎縮と大きな咳を繰り返すという環

硬膜に筋肉片を使った補強・修復とともに骨欠損部の

境要因が頭蓋底の骨欠損部に入り込んだ硬膜を断裂

みならず，実際には骨欠損していなかった菲薄化し

させ，今回の髄液鼻漏の原因となったものと考えら

た部を有茎骨膜で覆うことによる十分な補強ができ，

れる。入院中には咳嗽を認めず，マイコプラズマ抗

再発の予防にもなったと考えている。

シムおよびメロペネムを投与した
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5） 上山浩永, 富田隆浩, 沼上佳寛, ほか：外傷 48 年後に髄
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慮し，瘻孔の最大長径が 10〜20 mm 以上の症例にお
いては経頭蓋的アプローチが考慮される 11）。経頭蓋
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瘻孔を確実に閉鎖でき，多発性や大きな瘻孔の修復

8） 松田希, 松浦豊, 星明彦, ほか：頭部外傷後遅発性髄液漏
による再発性髄膜炎の 1 例. 臨床神経 42: 158-161, 2002.

にも対応できる，併存する頭蓋内血腫などへの処置
も加えられるということがあるが 5），侵襲は大きく

9） 森山正臣, 須小毅, 鈴木正志, ほか：外傷性遅発性髄液鼻
漏例. 耳鼻臨床 95: 929-932, 2002.

なる。

10） 宮崎芳彰, 橋本卓雄, 神吉利典, ほか：外傷後 10 年目に発
症した髄液鼻漏の 1 例. 脳神経外科 19：375-378, 1991.
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頭部外傷 37 年後に遅発性髄液鼻漏を認めた症例を
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cerebrospinal fluid rhinorrhea after head trauma. Surg Neurol
35: 213-217, 1991.

経験した。
今回術前 CT にて髄液漏出部・骨欠損部と予想して

13） Ommaya AK: Cerebrospinal fluid rhinorrhea. Neurology 14:
106-113, 1964.

いた部位には，実際には菲薄化した骨を認め，実際
の髄液漏出部とは異なることが術中 CT にて確認で

14） Pandya PM, Keogh AJ: Traumatic cerebrospinal fluid rhinorrhea: a timely reminder. Injury 22: 492, 1991.

きた。経頭蓋的アプローチにて，確実な瘻孔の修復
が行えたと考えられた。
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スノーボードで，脳振盪症状のあるなか Three cases of acute subdural hematoma due to
second head injury in concussion state
during snowboarding

２回目の頭部外傷により

急性硬膜下血腫をきたした３症例
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We have reported three patients with acute subdural
hematoma (ASDH) due to second head injury in concussion state during snowboarding. The outcome of two cases
was good and that of the other one was fatal.
Patient 1 ; 19-year-old man suffered from an occipital hit
and causing nausea with transient loss of consciousness
(LOC). CT scan on that day was normal. Next day, he had
another neck injury and got CT scan again, which showed
thin ASDH not requiring evacuation. Patient 2 ; 22-year-old
woman experienced transient LOC after occipital hit, suffered from head injury again on the next day. She became
comatose rapidly after the second injury. Immediate removal of ASDH restored her consciousness although she
had permanent diplopia. Patient 3 ; 32-year-old man suffered from an occipital hit and presented transient LOC
followed by amnesia. He continued snowboarding ignoring the physician's restraint. He fell down four hours after
the first hit and was transferred to our institute in coma.
Severe brain swelling was confirmed in emergent craniotomy and the patient died sixteen days later.
Concussion is most common head injury in sports and
the subsequent second impact in post concussive state
might result in poor outcome, as known as second impact
syndrome (SIS). Patient 3 might correspond to SIS caused
even in non-contact recreational snowboarding. An importance of appropriate conceptual education must contribute
to the safety management of this sport to avoid severe head
injury. Enlightenment and knowledge of SIS should be
recognized for the sports physicians as well as the snowboarders.
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たす punch drunk syndrome などが挙げられ，その対

Ⅰ─────────────── はじめに ─

応・予防が注目されている。
なかでも特にコンタクトスポーツでは，SIS が知

スポーツにおける脳振盪の問題点は，パフォーマ
ンスが発揮できないこと，Second impact syndrome

られている。これは，1 回目の脳振盪症状の続く中，

（SIS）の重篤な合併症をきたす可能性があること，脳

数日〜数週間以内の短い期間に 2 回目の軽微な頭部

振盪後症候群，後遺症としての高次機能脳障害をき

外傷で短時間に重篤な malignant cerebral edema を
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A

B

A

B

Fig.1
A: CT scan in concussion condition on the day before
admission demonstrated no abnormality.
B: CT scan on the admission day demonstrated thin left
acute subdural hematoma.

Fig.2
A : CT scan on the admission day showed thin left acute
subdural hematoma.
B : CT scan on the one day after operation. Brain edema
was absent.

呈し不幸な転帰をきたす症候群である。非常に稀で

保存的に加療し 3 日間で退院，地元の病院に紹介し

あるもの，若年者に多いとされ，急性硬膜下血腫

た。

（ASDH）を伴うこともある

2,3,4,5,13）
。

今回スノーボードで，先行する頭部外傷による脳

【 症例 2 】

振盪症状のあるなか 2 回目の受傷により急性硬膜下

22 歳，女性：2002 年 1 月，前日に転倒で後頭部を

血腫をきたした 3 症例（うち転帰良好 2 例，死亡 1

強打し一過性意識消失を呈した。翌日頭痛が続いて

例）を経験したので，報告する。

いるなかジャンプで転倒し昏睡となった。2 回目の受
傷部位は不明であった。搬送時，JCS 200，瞳孔不

Ⅱ─────────────── 症

同。ASDH（Fig.2-A）に対し緊急開頭血腫除去行っ

例 ─

た。術中所見は，止血が完了しており，脳表の挫傷，

1992 ⁄ 93 から 2011 ⁄ 12 ウィンターシーズンに当院

浮腫はなかったものの脳表のくも膜は厚く白濁して

を受診したスノーボード頭部外傷による ASDH の

いた。術後の脳浮腫を認めなかった（Fig.2-B）。意識

79 例を retrospective に調査し，受傷前に脳振盪症状

は清明になるものの複視のみを残し，9 日後に地元

を呈していたことが確認できた 3 例を分析した。当

の病院に独歩転医した。

院における死亡例の原因はすべて ASDH である。

【 症例 3 】

【 症例 1 】

32 歳，男性： 2009 年 3 月，スノーボード中に逆

19 歳，男性：2002 年 2 月，前日に逆エッジで後頭

エッジで頭部を打ち，意識消失および健忘を呈し，

部を打ち，嘔気を伴い集中力の低下した状態が続い

スキー場医務室を受診した。そこで滑走禁止を指示

ていたため受診した。その時の CT に異常はなかっ

されたが，4 時間後に再び滑走し転倒，数分後に昏

た（Fig.1-A）。MRI は行っていない。少なくとも 1

睡状態となった。1，2 回の頭部の受傷部位は不明で

週間は頭を打たないように注意されていたが，翌日

あった。搬送時，JCS 200，両側瞳孔散大を呈した。

頭痛は大幅に改善していたため滑走したところ，再

ASDH（Fig.3-A）に対し緊急大開頭血腫除去術，外減

び逆エッジで転倒し受診した。本人の話では，頭は

圧術を行った。術中所見としては，脳腫脹が著しく，

打っていないが，頚がカクンとなったとのことで

上矢状静脈洞への架橋静脈と蝶形頭頂静脈洞への架

あった。頭痛が生じ改善しないため，再受診したと

橋静脈が出血源であった。脳表の挫傷は認めなかっ

ころ CT で急性硬膜下血腫を認め入院した（Fig.1-B）
。

た。術後 Barbitulate 療法および低体温療法を行っ
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McCrory らは，SIS とされている文献の再検討や
分析により，その病因や病態ははっきりしておらず，

controversial な点が多いとし，SIS という病名が混
乱を招きやすいとした 8,9）。著者らも以下の問題点を
挙げたい。
報告例では，1 度目の受傷後に画像検査が行われ
ている例はほぼなく，その症状から脳振盪とされて

A

いる点である。実際は受傷により架橋静脈の癒着，

B

断裂があり，そのために 2 度目の受傷で激しい静脈
還流障害が発生している可能性は否定できないであ
ろう。あるいは 1 度目の受傷で ASDH をきたし，そ
の後 lucid interval を経て倒れこんだ可能性もあるの
ではないか。いわゆる talk and deteriorate 15）と表現
される病態も含んでいるのではないか。脳振盪とさ
れていても画像診断が行われていない以上，その可
能性は否定できず，競技会では，ポータブル CT を

C

準備することも有用であろう。

Fig.3
A: CT scan on the admission day showed massive left
acute subdural hematoma and severe brain edema.
B: CT scan after operation sowed right brain edema
and post herniated sign.
C : CT scan on the day 11 showed massive bilateral
brain edema.

また文献に記されている malignant brain edema と
は，細胞内液の増加した brain swelling の状態か，細
胞外液の増加した brain edema の状態なのか曖昧で
ある。SIS は脳血管の自動調節能の障害や動脈の拡
張とされているが，その病態と架橋静脈の損傷によ
る venous congestion とを画像や症状経過で臨床的に
鑑別することは困難であろう。2 回目の受傷による

た。術翌日には患側の広範な脳浮腫がみられたが

ASDH の中には，Mori らの推測している架橋静脈

（Fig.3-B），第 11 病 日 に は 全 脳 の 脳 腫 脹 が み ら れ

の伸展や癒着などを伴う転帰良好例の存在もあるの

（Fig.3-C），第 16 病日に死亡した。

ではないかと，本報告も含め考えさせられる 10）。一
方で Cantu は，この Mori らの病因，病態は SIS に

Ⅲ─────────────── 考

はそぐわないのではないかと考察している 5）。SIS

察 ─

をより正確に診断し，病態を把握するためには，脳

SIS の病態は「 1 回目の脳振盪症状の続くなか，数

血管撮影，血流，血液量評価などを行うことが必要

日〜数週間以内の短い期間に 2 回目の軽微な頭部外

だが，急性期で時間のない中，それらの検査を行う

傷で短時間に重篤な malignant cerebral edema を呈

ことの困難さは想像に難くない。

し不幸な転帰をきたす症候群である。急性硬膜下血

永廣らは，柔道の危険性を詳細に報告し対応法に

腫（ASDH）を伴うこともある。非常に稀であるもの

ついても示している 11）。コンタクトスポーツに関し

の，若年者に多いという特徴がある」とされてお

ては，たとえばラグビーなどではいったん脳振盪に

3 は，その病態，重症度が

なると 3 週間の出場停止など，競技団体により脳振

り

2,3,4,5,13）
，本報告の症例

類似しており，SIS に相当すると考える。しかし，

盪後の出場停止期間などを定めており，なお一層，

症例 1，症例 2 は，脳振盪症状の持続するなかでの

所属協会の認識が重要となってきた。川又らは，ア

いわゆる“Second impact”に伴う急性硬膜下血腫であ

メリカンフットボールにおいて，経年的な脳振盪の

るものの，転帰が良好であり Cantu らの報告する

減少が死亡者数の減少につながったものであると報

SIS とは異なることとなる。

告し，脳振盪対策の重要性を示している 7）。また同
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前方支柱が著明な後方脱出を伴う場合や高度の不安

Ⅰ─────────────── はじめに ─

定性を伴う場合を除いて，多くの症例が後方手術で

高齢者の増加に伴い，軽微な外傷に伴う骨粗鬆症

対応可能である。後方手術として我々は従来，横突

性胸腰椎椎体骨折は増加傾向にあり，寝たきりにな

起 基 部 ま で 広 く 展 開 し ，刺 入 部 を 露 出 し て ス ク

る原因疾患として重要である。また，交通事故や転

リューを刺入する後側方固定術（Open PLF）を行って

落事故に代表される高エネルギー外傷に伴う胸腰椎

きたが，これは骨移植やスクリュー刺入に際し，筋

椎体骨折は，比較的若年男性に多く，その治療も非

肉を外側へ大きく展開する必要があり，比較的出血

常に重要である。胸腰椎椎体骨折に対する治療の柱

量の多い，術後疼痛も強い侵襲の大きな方法である。

は保存的治療であるが，不安定性や神経症状が認め

そ こ で 新 小 文 字 病 院 脊 髄 脊 椎 外 科 で は ，2 台 の C

られる症例では積極的な外科治療を要する。また，

arm（double C arm）ならびに Jackson table を用いた

高齢者の骨粗鬆症性骨折に対しては，長期臥床によ

筋間アプローチによる椎弓根スクリュー固定術を

る認知能低下や廃用性筋萎縮も大きな問題であり，状

行っている。今後益々，一般脳神経外科医が初期対

況に応じて外科治療が非常に有用である。

応を迫られる可能性が高くなると考えられる胸腰椎

外科治療として，前方手術，後方手術があるが，

椎体骨折について，本稿では，手術適応ならびに筋
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Table 1 General indication of each operative procedure for vertebral body fractures at thoraco-lumbar spine

Pediclescrewfixation:Burstfractureduetohigh-energytrauma
Unstablefractureetc.
*Vertebroplastycanbeusedincombination
BKP :Osteoporoticfractureinchronicphase
Anteriorreconstruction:Casesrequiringreconstructionofvertebralbodyand/ordecompressionofanteriorelements
*especiallyforunstablefractureinchronicphase
Solevertebroplasty:Intolerablecasesforgeneralanesthesia

間アプローチを用いた椎弓根スクリュー固定術につ

外側の脂肪組織からスクリューを刺入する。基本的

いて，代表症例を提示し，術式の適応・特徴・工夫

に in situ での固定を行うが，破裂椎体による脊髄の

などを報告する。

圧迫を伴う際には，distraction をかけることにより，
圧迫を軽減させるよう企図する。ロッドを締結し，
筋膜や皮下組織を層ごとに閉鎖して手術を終える。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
2010 年 10 月から 2011 年 9 月の 1 年間に，新小文

Ⅲ─────────────── 結

字病院脊髄脊椎外科治療センターで入院加療した胸
腰椎骨折 247 症例のうち，胸腰椎椎体骨折に対して
手術加療を行った 63 症例を対象症例とした。男性

果 ─

〔 1 〕胸腰椎椎体骨折に対して手術加療を行った 63
例の検討

20 例，女性 43 例と女性が男性の約 2 倍多く，年齢
は 19〜87 歳（中央値 71 歳）であった。交通外傷や転

高エネルギー外傷による骨折は 18 例（男性 11 例，

落事故などに代表される高エネルギー外傷による骨

女性 7 例），骨粗鬆症性骨折は 45 例（男性 9 例，女性

折と骨粗鬆症を伴い軽微な外力により発症した骨粗

36 例）であった。高エネルギー外傷では男性の方が

鬆症性骨折に分けて，年齢と骨密度について解析し，

多かったのに対し，骨粗鬆症性骨折では女性が男性

手術内訳を示した。また，特に椎弓根スクリュー固

の 4 倍と有意な男女比の差が認められた（p<0.01，χ2

定術において，筋間アプローチによる固定術の代表

検定）。高エネルギー外傷による骨折では，年齢が

症例を提示し，4 椎間固定について手術時間・術中

19〜76 歳（中央値 50 歳）であったのに対し，骨粗鬆

出血量・術 1 週間後における傍脊柱筋の MRI T2 高信

症性骨折では，59〜87 歳（中央値 76 歳）であり，有

号域の割合を Open PLF と比較検討した。

意差が得られた（p<0.001，Mann-Whitney 検定）。ま
た，骨密度の差異について検討したところ，高エネ

〔 筋間アプローチによる椎弓根スクリュー固定術の

ルギー外傷が有意に若年者で多かったこととも関係

実際〕

し，二重エネルギー X 線吸収法による腰椎椎体骨密

Jackson table 上，腹臥位にて体位をとり，随時フッ

度が 0.88 ± 0.06 g/cm2 であったのに対して，骨粗鬆

ト ス イ ッ チ を 切 り 替 え て 術 中 ，ニ ー ド ル や ス ク

症性骨折では，0.68 ± 0.05 g/cm2 であり，有意差が

リ ュ ー 先 端 を 確 認 で き る よ う に ，正 面 ・側 面 の

得られた（p<0.001，Mann-Whitney 検定）。

double C arm をセットする。椎体や椎弓根がそれぞ

胸腰椎椎体骨折 63 手術症例の手術内訳として，椎

れ 1 つのラインに重なるように，1 椎体ごとに透視の

弓根スクリュー固定術が 39 例，バルーン椎体形成術

角度を微調整しながら手術を行う必要がある。透視

が 18 例，前方固定術が 5 例，椎体形成術単独が 1 例

下に固定範囲を確認し，皮膚切開する。傍正中で横

あった。脊椎外傷も頭部外傷と同じく，症例ごとに

走する腰背腱膜の下で，縦走する最長筋の背側の層

損傷程度・状況が異なるため，個々の症例により術

を外側へ展開する。Double C arm を用いて，最長筋

式選択は個別に行う必要があるが，およそ Table 1
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に示すような適応で術式選択を行っている。手術時
期について，特に高エネルギー外傷に基づく椎体骨
折では他臓器損傷を念頭に置いて，硬膜外血腫によ
る進行性の神経症状増悪に代表される緊急で除圧が
必要な症例以外，少なくとも数日は全身の精査を行
い，状態が落ち着いてから手術を行うことにしてい
る。骨粗鬆症性椎体骨折では，慢性期にバルーン椎
体形成術を行うようになっており，適応を厳密にみ
ながら経過を追う症例が増えている。

〔2〕 椎弓根スクリュー固定術
39 例の椎弓根スクリュー固定術のうち筋間アプ
ローチによる固定術を施行したものは 33 例（1 椎
Fig.1 Pedicle screw fixation for a case with L3 burst
fracture.

間； 1 例，2 椎間； 15 例，3 椎間； 3 例，4 椎間； 12
例，5 椎間；2 例）
，Open PLF を施行したものは 6 例

A and B: Axial (A) and sagittal (B) CT images demonstrate
L3 burst fracture.
C: A postoperative X-ray picture demonstrates pedicle screw
fixation from L1 to L5.
D and E: Axial T2-weighed MR images of this case with intermuscular approach (D) and of other case with conventional
approach (E) demonstrate apparently less damage to paravertebral muscles of the case with intermuscular approach.

（3 椎間； 2 例，4 椎間； 3 例，6 椎間； 1 例）であっ
た。Open PLF を施行した症例は，脱臼骨折など高
度の整復を要する症例や骨盤骨折を併発している症
例であった。症例ごとに損傷程度・状況が異なるた
め，個々の症例により術式選択は個別に行う必要が
あるが，高エネルギー損傷による椎体破裂骨折，不
安定性を有する椎体骨折などが適応になる。ある程

間で退院された。術 1 週間後の MRI では，従来法と

度，前方支柱の再建を図るため，骨折椎体に対する

比較して傍脊柱筋の挫滅が軽度であることが明らか

椎体形成を併用することも可能である。固定範囲に

である（Fig.1）。2 ヵ月間は硬性コルセットを装用さ

ついては，軽度の椎体後壁損傷を伴う程度あるいは，

せ，外来で 9 ヵ月経過をみているが，スクリューの

後方支持組織の損傷もわずかな骨折に対しては， 1

Loosening をはじめとする問題は生じていない。今

above 1 below（損傷椎体を含めて 2 椎間 3 椎体の固

後，骨癒合が完全に得られた段階でシステムを全抜

定 ），強 い 不 安 定 性 を 有 す る 骨 折 に 対 し て は ， 2

去する予定である。

above 2 below 以上の固定を行っている。

〔4〕 筋間アプローチによる固定術と Open PLF：

〔 3 〕筋間アプローチによる椎弓根スクリュー固定

4 椎間固定における比較

術の代表症例

筋間アプローチによる椎弓根スクリュー固定術は，

65 歳，男性が 5 メートルの高所作業中に転落し，

後方支持組織をあまり破壊しない生理的固定であり，

近医に救急搬送された。L3 の椎弓骨折を伴う椎体破

組織展開が少なく，出血量・死腔が低減すると考え

裂骨折があり（Fig.1）
，同日当科に救急転送された。

られる。4 椎間固定（筋間 12 例；Open PLF 3 例）に

神経学的には体動時に激しい腰痛があるものの，下

ついて，手術時間，術中出血量，術 1 週間後におけ

肢症状は認められなかった。全身状態を再評価し，

る傍脊柱筋の MRI T2 高信号域の割合を検討したと

他臓器損傷がないことから，手術可能と判断し，強

ころ，手術時間については，有意差が得られなかっ

い不安定性を有する手術が必要な症例として 2 日後

たが（筋間 3.6 時間；Open PLF 4.3 時間），術中出血

に筋間アプローチによる椎弓根スクリュー固定を

量は有意に減少し（筋間 88 ml；Open PLF 297 ml），

行った（Fig.1）
。出血量は 40 ml 程度で手術時間は 3

筋の挫滅・浮腫をあらわす傍脊柱筋の MRI T2 高信号

時間であった。翌日から独歩可能になり，術後 2 週

域 も 有 意 に 減 少 し て い た （筋 間 35％ ； Open PLF
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47％）。また，感染リスクも低く，我々の症例おいて

軸方向に刺入されたスクリューと内側に真っ直ぐ刺

も 1 例も明らかな術後感染は認められなかった。す

入されたものとでは引き抜き強度が変わらないとす

でに抜釘を施行した症例も 15 例を超え，抜釘時の組

る報告 2）もあるが，外側から内側に角度をつけてス

織損傷も軽微にとどめることができる印象がある。一

クリューを刺入することができれば，引き抜き強度

方で，骨移植による骨癒合を目的としておらず，こ

の高い，長く太いスクリューの刺入が可能であるだ

れまでの症例では問題なく経過しているが，抜釘後

けでなく 1），隣接椎間障害の原因になりうる椎間関

の骨折やアラインメント不良を含め，長期成績の報

節に対する悪影響を減らすことができるかもしれな

告を行わなくてはならない。

い。また，特に椎体が前方に凸の三角形に近い形状
を呈する場合には，椎体前方に位置する動脈損傷の

Ⅳ─────────────── 考

リスクを低減させることも利点としてあげることが

察 ─

できる。

胸腰椎椎体骨折は損傷の程度，不安定性により手
術適応，ならびに術式が決定される。多くの骨折で

Ⅴ─────────────── おわりに ─

前方支柱の損傷を伴うことから，前方固定術あるい
は前方後方固定術が理にかなっている。新鮮骨折で

胸腰椎椎体骨折に対する椎弓根スクリュー固定術

も後方脱出した椎間板や椎体破壊が大きい場合は前

を中心に，胸腰椎椎体骨折について報告した。特に，

方固定術の適応になるが，特に陳旧性骨折において，

double C-arm と Jackson table を用いた筋間アプロー

圧潰した椎体後壁の後方突出・不安定性を伴う症例で

チを最近では多く施行しており，術中出血量の低減

は前方固定術あるいは前方後方固定術が必須である。

と MRI 上，傍脊柱筋損傷程度の軽減が確認された。

一方，最近のインストルメンテーションの進歩によ

今後，症例を蓄積し，抜釘まで行うことができた症

り後方固定術単独でも良好な治療成績が得られると

例も含めてアラインメントや機能評価を行い，長期

報告されており

成績を示すことで，本術式の意義を明らかにしたい。

3）
，我々の施設でも多くの症例に対

して椎弓根スクリューを用いた固定術を行っている。
筋間アプローチによる手術はまだフォロー期間が 2

文

年と短いが，引き抜き強度の強い，太く長いスク

献

1） Conrad BP, et al: Biomechanical evaluation of the pullout
strength of cervical screws. J Spinal Disord Tech 18: 506-510,
2004.

リュー 5）を安全・確実に刺入できるためか，Loosening
をはじめとする問題はこれまでのところ生じず，術
後の疼痛もかなり軽減させることができる。また，

2) Crawford NR, et al: Trajectory analysis and pullout strength of
self-centering lumbar pedicle screws. J Neurosurg Spine 10:
486-491, 2009.

胸椎レベルなどで細い pedicle の場合には，extra-

pedicular approach でスクリューを刺入するが，大動

3) Mohanty SP, et al: The effect of posterior instrumentation of
the spine on canal dimensions and neurological recovery in
thoracolumbar and lumbar burst fractures. Musculoskelet
Surg 95: 101-106, 2011.

脈を確実に避けて比較的安全に椎体中央に向けてス
クリューを刺入可能であり，有用な方法と考えている。
筋間アプローチとして，最長筋の内側で多裂筋外

4) Pang W, et al: Surgical treatment of thoracolumbar fracture
through an approach via the paravertebral muscle. Orthop
Surg 1: 184-188, 2009.

側からアプローチして，スクリューを刺入する方法
が報告されている 4）。同部からのアプローチでは，

5) Paxinos O, et al: Evaluation of pullout strength and failure
mechanism of posterior instrumentation in normal and
osteopenic thoracic vertebrae. J Neurosurg Spine 13: 469-476,
2010.

スクリューの刺入方向が外側にある筋肉によって制
限されてしまい，より外側から内側へ角度のついた
スクリュー刺入が困難である。我々は，腰背腱膜を
はじめとする横走線維のみ割をいれ，縦走する最長

■ 安原 隆雄（岡山大学病院 脳神経外科）

筋の外側部からスクリューを刺入している。本法に

〒 700-8558

岡山市北区鹿田町 2-5-1
TEL: 086-235-7336
E-mail: tyasu37@cc.okayama-u.ac.jp

変更して以降，より外側から内側に角度のついたス
クリューが無理なく刺入可能になった。椎弓根の長
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Ⅰ─────────────── 問

Ⅱ ────────────── 目

題 ─

的 ─

重症頭部外傷における急性期の集中管理において

Rosner が提唱する complex vasodilatory cascade に

頭蓋内圧（ICP）や脳灌流圧（CPP）の評価は必須である

よれば重症頭部外傷急性期の集中管理において平均

が，これまでの治療成績をみるにこれらの急性期モ

血圧（MABP）の低下は CPP 低下を導き，脳血管自動

ニタリングの成果が十分に反映されているとは言え

調節能により脳血管床（CBV）を増大させ，ICP を上

ない。そこで我々はこれまでに実施していた急性期

昇させる一因となる。逆に MABP の上昇は脳血管自

の ICP や CPP のモニタリングに加えて，平均血圧と

動調節能により血管収縮を引き起こし，CBV の低下

ICP の相関係数より算出される Pressure Reactivity

から ICP の低下を導く 3）。血圧と ICP の同時間内の

Index（PRx）を脳血管自動調節能を評価する指標とし

変動から回帰係数（PRx）を算出することで脳血管自動

て活用し，急性期管理を行った。当施設における治

調節能の反応性を評価することが可能となる。近年，

療成績との相関性について文献的考察を加えて報告

この脳血管自動調節能の保有状態が重症頭部外傷後

する。

の転帰と相関していることが報告されている 1,2）。今
回我々は，重症頭部外傷の自験例において急性期の
頭蓋内圧モニタリングを行い，得られたサンプリン
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Table 1

Table 2

Clinical features of the patients

Favorable
Outcome

Unfavorable
Outcome

No.ofpatients

16

No.ofPatients

7

9

Age

46.3

Age*

27.9 ±25.9

60.6 ±19.1

Gender

M：F = 9：7

GCS

6.4 ±1.6

5.2 ±1.4

GCS

5.8 ±1.6

PRx*

− 0.15 ±0.21

0.16 ±0.2

％ GR,MD

43.80 ％

Mortality

12.50 ％

* p<0.05

Fig.1
Left: In case of the patients with pressure active response of ICP to MABP, ICP varies inversely with MABP.
Right: In case of the patients with pressure passive response of ICP to MABP, ICP varies together with MABP.

グデータを解析して PRx を算出した。急性期の PRx

の各カテーテルを症例に応じて選択・使用した。重

の解析結果と治療後の転帰との相関性について検証

傷頭部外傷急性期に継時的に測定した頭蓋内圧の

した。

データは PowerLab 8 ⁄ 30 ML870（AD Instruments）
に収録し，解析を行った。PRx の算出は ICP，MABP

Ⅲ─────────────── 対

のそれぞれ 5 秒間毎に平均値を算出し，5 分間あた

象 ─

り 60 回分の各平均値を算出した。この 60 回分の各

対象は 2010 年 5 月より 2011 年 6 月までに当科へ

平均値から ICP と MABP の二変量の相関係数を PRx

搬入された GCS 8 以下の重症頭部外傷 16 例であっ

として算出した。急性期管理中，継時的に解析を

た（Table 1）。平均年齢は 46.3 歳，男性 9 例であっ

行った PRx を各症例ごとに平均値を算出し，受傷か

た。入院時 GCS 平均値は 5.8 ± 1.6 で受傷 3 ヵ月後

ら 3 ヵ月後の転帰が Glasgow Outcome Scale（GOS）

の 転 帰 で Glasgow OutcomeScale で GR + MD の 転

で GR + MD に至った転帰良好例と GR + MD を除

帰 良 好 例 は 43.8％ ，2 例 が 死 亡 退 院 で mortality は

く転帰不良例の 2 群に分けて比較し，転帰良好群と

12.5％であった。

不良群で，年齢，受傷時 GCS score，急性期 PRx の

頭蓋内圧の測定には，Codmann MicroSensor Basic

平均値について Mann-Whitney 検定を用いて統計学

kit，Camino 110-4BT，Raumedic NEUROVENT-PTO

的に有意差検定を行った。
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Ⅳ─────────────── 結

症頭部外傷や重症脳卒中を含む重症脳損傷の急性期

果 ─

管理では単に ICP の計測値を経時的に観察するのみ

今回対象となった 16 例のうち，受傷 3 ヵ月後の転

ではなく，ICP の変化から解析される vascular reac-

帰で GOS が GR + MD に至った転帰良好例は 7 例，

tivity がより正確な病態を反映し，治療成績の向上に

転帰不良例は 9 例であった。転帰良好例と不良例で

寄与し得る可能性が考えられる。しかしながら，本

はそれぞれ，平均年齢が 27.9 歳と 60.6 歳，搬入時の

法がただ単に予後予測としてのモニターだけに終始

GCS 平均値は 6.4 と 5.2，急性期に解析した PRx の

するものであればこれまでの ICP モニタリングに何

平均値は − 0.15 と + 0.16 であった（Table 2）
。2 群間

ら付加価値はなく，如何に治療プロトコールに活用

の有意差検定では年齢および PRx に統計学的有意差

できるモニターとなり得るかが課題となる。そのた

が 認 め ら れ ，転 帰 良 好 群 で は 有 意 に 年 齢 が 若 く ，

めには PRx の解析値がどのような時間変動を示すか

PRx の値が低値であった。

を把握し，治療プロトコールへ活用する上で最適な

Czosnyka らは 1997 年に重症頭部外傷例において

解析の時間間隔を見出すことなど今後の更なる検討
が必要である。

ICP と MABP が正の相関を示す positive PRx は受傷
時の GCS の低スコア，経過中の ICP の高値，受傷か

文

ら 6 ヵ月後の転帰不良と相関したことを報告してい

献

1） Czosnyka M, et al: Continuous assessment of the cerebral
vasomotor reactivity in head injury. Neurosurgery 41: 11-19,
1997.

る。また，Howells らは ICP を 20 mmHg 以下に制御
することを優先とした急性期管理と CPP を 70 mmHg

2） Howells T, et al: pressure reactivity as a guide in the treatment
of cerebral perfusion pressure in patients with brain trauma. J
Neurosurg 102: 311-317, 2005.

以上に維持することを優先とした急性期管理の 2 群
で治療後の転帰を比較検討した結果，PRx 0.13 以上
においては ICP 制御を優先し，PRx 0.13 未満におい

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

ては CPP 維持を優先した治療により転帰良好が期待
されることを報告した。この結果からは血管自動調
節能が保有されている状況では ICP 制御よりも CPP

■ 小泉 博靖（山口大学医学部 脳神経外科）

維持を優先することが良好な転帰をもたらすことが

〒 755-8505 山口県宇部市南小串 1-1-1
TEL: 0836-22-2295 / FAX: 0836-22-2294
E-mail: hiroyasu@yamaguchi-u.ac.jp

示唆される。今回の我々の自験例における検証では
これまでの報告と矛盾しない結果を得た。今後の重
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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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