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Judo-related severe head injury in children and adolescents
is a hot topic in the media and in society. Neurosurgeons are
often involved in many other sports-related head injuries.
The Committee of Sport Head Injury in the Japan Society of
Neurotraumatology has studied to develop guideline for
neurosurgeons how to manage the athletes with sportsrelated concussion or an intracranial structural lesion, and
how to allow them to return to play.
Sports-related concussion includes not only transient
unconsciousness and amnesia but also various somatic (e.g.
headache), cognitive and emotional symptoms. The most
concussions typically resolve in a short time, although the
recovery may be longer over a week in children and adolescents. The Sports Concussion Assessment Tool (SCAT) is the
standard method for evaluation of concussion. Repeated
concussions may produce rapid catastrophic deterioration
(second impact syndrome) or chronic traumatic encephalopathy presenting with cognitive dysfunction. Second impact
syndrome may occur in association with acute subdural
hematoma. In concussion patients with prolonged symptoms (e.g. headache), brain CT or MRI should be recommended to exclude an intracranial structural lesion such as
thin subdural hematoma. Once concussion is diagnosed, an
athlete should not be return to play in the same day. An
athlete must be asymptomatic prior to return to play, and
should take a graduated return to play protocol lasting
around one week. Once an intracranial structural lesion (e.g.
subdural hematoma) has been found after sport head injury,
the athlete should not be allowed principally to return to play
contact sports.
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1．脳振盪の症状と定義，持続時間，診断，評価法

Ⅰ─────────────── はじめに ─

1-① 脳振盪の症状と定義

最近，青少年の柔道によるスポーツ頭部外傷で急
性硬膜下血腫をきたし死亡する例が報告され，平成

スポーツ頭部外傷による脳振盪は，一過性の意識

24 年度から中学の武道必修化のスタートもあって社

障害や健忘症状だけでなく，頭痛や気分不良など

会的にも注目されている。柔道に限らず多くのス

幅広い症状を含んでいる。

ポーツ頭部外傷事例には脳神経外科医が関わること
が多い。スポーツ頭部外傷で死亡や重い後遺症を残

古 く 1964 年 の CNS（Congress of neurological

した事例の中には，脳神経外科医が脳振盪や硬膜下

surgeons）による定義づけにおいても，脳振盪とは機

血腫と診断し，その後に競技に復帰し重い急性硬膜

械的外力により生じた一過性の神経機能障害に由来

下血腫などをきたした例もみられ，スポーツ頭部外

する臨床症候群であるとされ，それには意識の変容

傷による脳振盪や軽い硬膜下血腫例における脳神経

や視覚，平衡感覚，その他の障害が含まれるとされ

外科医の適切な対応や競技復帰に関するガイドライ

ている 37）。実際，意識消失のない健忘などが多いこ

ンの作成が求められている。日本脳神経外傷学会の

とが報告され，その症状の多様性が確認された。さ

スポーツ頭部外傷検討委員会では，スポーツ頭部外

らに 1990 年に至り，Colorado medical society の報告

傷における適切な対応やガイドライン作成に向けて，

やアメリカ神経学会による詳細な検討がなされ，脳

現状の把握と事例の解析，文献収集，世界の動向調

振盪は種々の臨床症状を呈する症候群であることが

査や提言内容に関する議論と意見の集約作業を行っ

確立した 17,36,38）。
スポーツ医学の発達と共に 2000 年頃よりスポーツ

てきた。
これまでの検討から，個々のスポーツの競技復帰

に 関 連 し た 脳 振 盪 が よ り 注 目 さ れ ， International

基準に関するエビデンスレベルの高い研究が少ない

conference on concussion in sport が開催されるに至

ことや，競技スポーツの種類が多くスポーツによっ

り，その概念が再び検討されてきた。本会議は主要

ては基準決定に伴う社会的影響も大きいことなどか

なスポーツ団体が批准していることから，本会議が

ら，現時点で画一的なガイドライン提示には至らな

提唱したスポーツにおける脳振盪の概念は実践的な

いものの，「脳振盪の定義，診断と評価方法」
，「セカ

意味で世界的標準と考えられつつある。これによる

ンドインパクト症候群の意義と対応」
，
「スポーツ頭

と，急性期の脳振盪とは自覚症状に加えて，身体的

部外傷の適切な画像診断法」
，
「脳振盪や硬膜下血腫

徴候，行動様式，平衡感覚，睡眠，認知など種々の

事例の競技復帰基準」などに関しては，脳神経外科医

障害を含むとされている 28,29）。具体的には Table 1 に

の対応に関する一定の方向性と同意が得られたので，
その提言内容について報告する。

Table 1 Symptoms in concussion
A concussion should be suspected if any one or more of the
following symptoms are present.

Ⅱ─────── 提言内容とその解説・考察 ─

1. 意識消失
2. 精神活動・認知機能の障害

提言内容は，各項目別に冒頭に□で囲み記述し，

（ア）記憶力障害（逆行性健忘，外傷後健忘）

その解説と考察を述べることとした。各項目の執筆

（イ）失見当識

はスポーツ頭部外傷検討委員会委員によってなされ，

（ウ）反応時間の低下（霧の中にいるような感じ）

分担項目と分担者名を文末に示す。

（エ）易刺激性
3. 平衡感覚障害
4. 種々の自覚症状

（ア）頭痛，めまい，耳鳴り，複視
（イ）睡眠障害など



神経外傷 Vol.36 2013

挙げるような項目のうち 1 つ以上が陽性なときには，

かし，その症状の発生および持続する機序は自律神

脳振盪を疑い適切な対応を実施するべきとされてい

経系障害を含めた脳血管反応の異常と推測されてい

る。つまり，脳振盪とは，単に一過性の意識障害や

るが，エビデンスレベルの高い報告はない。一方，

その前後の健忘のみをさすのではなく（ほとんどの場

脳振盪の一部は，その回復に 3 ヵ月を超えることがあ

合，意識消失は伴っていない）
，神経心理学的異常，

る 13,39）。脳振盪の諸症状が 3 ヵ月程度持続する場合，

平衡感覚障害および頭痛，めまい，視覚異常などの

脳振盪後症候群という概念に包括され 19），その病態

体性感覚異常や睡眠異常なども広く含まれるもので

は不明であるものの 43），高次脳機能障害などを併発

ある。

する慢性脳損傷への移行も念頭におかねばならない。

1-② 脳振盪の持続期間

1-③ 脳振盪の評価

脳振盪症状は，通常は短時間で消失するが，数週

スポーツによる脳振盪の評価には，国際スポーツ

以上持続する場合もある。特に小児や若年者では

脳振盪会議が提唱する「SCAT（Sports Concussion

長く続くので，注意が必要である。

」などが適している。
Assessment Tool）

先の項目で挙げたような脳振盪の諸症状は，受傷時

脳振盪は多彩な症状をきたすため，とりわけ現場で

に生じるものばかりでなく，受傷後にしばらく継続す

正しく評価することは容易ではない。簡単なガイドラ

るものがある 19）。つまり，脳振盪は急性期に生じる

インだけですべての受傷を網羅することはできない

症状に加え，その後に週単位で持続する症状があり，

が，国際的なコンセンサスを得た指針は存在する。

種々のものがこれまで報告されている（Table 2）
。こ

国際オリンピック連盟は国際サッカー連盟，国際ア

のように脳振盪に関連する諸症状はある期間持続す

イスホッケー連盟，国際ラグビー評議会などととも

るが，多くの場合 7 日から 10 日で軽快する

に，数年ごとに「国際スポーツ脳振盪会議」を開催し，

5,28,35）。

しかし，脳振盪の 20％ほどは，3 週間を超えて遷延

決議事項をまとめた共同声明を発表してきた 27,28,29,30）。

するともいわれ，特に小児や若年者ではこの期間が

現時点で最新のものは 2012 年にチューリヒで行われ

長引くので，注意が必要である

た第 4 回会議で，その共同声明はウェブ上でも閲覧で

27）
。

健忘や 1 分以上の意識消失などは脳振盪の重症度を

きる
（http://bjsm.bmj.com/content/47/5/250.full.pdf+html）
。

評価するうえで際だった症状ではあるが，それに加え

一部だけを要約・配布しないことを条件に版権が放棄

て，脳振盪に関連した諸症状の数，その持続期間など

され，複写も自由とされる。著者らの了解を得た前

が重症度の指標であると解釈されている 5,19,20,28）。し

回会議
（2008 年）の日本語要約 34）も入手可能である。
スポーツによる脳振盪／頭部外傷の評価・対処法と
し て は ，声 明 と と も に 発 表 さ れ る SCAT（ Sports

Table 2 Post-concussion symptoms

Concussion Assessment Tool）が最も一般的であろう。

1. 軽度の頭痛の継続

「SCAT 3」で検索すればいくつかのウェブサイトが

2. 易疲労性・悪心

ヒットし，最新版のダウンロードできる（http://bjsm.

3. 音声や光に対する過敏性

bmj.com/content/47/5/259.full.pdf）。また今回は，5〜

4. 視覚障害

12 歳の児童を対象とした Child-SCAT 3 も発表され
ている
（http://bjsm.bmj.com/content/47/5/263.full.pdf）
。

5. 耳鳴り・めまい

日本ラグビー協会（http://www.rugby-japan.jp/about/

6. 注意力と集中力の低下

committee/safe/concussion2012/guideline.html）や日

7. 記銘力障害

本サッカー協会のウェブサイト（http://www.jfa.or.jp/

8. 易刺激性

jfa/medical/b08.html）からは，ひとつ前の版である

9. 不安や抑うつ状態

SCAT 2 の日本語訳にリンクが貼られている。つい

10. 睡眠障害

先ごろ，米国神経学アカデミーも新しい脳振盪の管
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Fig.1 Japanese version of Pocket SCAT 2.
理指針を発表したが（http://www.aan.com/go/practice/

本語訳が提供され，また和訳のうえ図が加えられた

concussion），評価については同様の方針が示されて

『スポーツ現場における脳振盪の評価』
（Fig.1）は，日

おり，これらが現時点でのコンセンサスと考えてよ

本サッカー協会などのウェブサイトからダウンロー

かろう。

ドできる。第 2 項の質問を多少変更することによっ

SCAT 3 の一部を抜粋した Pocket CRT（CONCUS-

て，さまざまな競技に適用することも可能であろう。

SION RECOGNITION TOOL）
（http://bjsm.bmj.com/

こうした指針は今後も改訂が続けられる予定であ

content/47/5/267.full.pdf）は，非専門家が現場で脳振

り，関係者には定期的な情報のアップデートが求め

盪を評価する手順として提案されている。前の版の

られる。

Pocket SCAT 2 については，ラグビー協会により日
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2．セカンドインパクト症候群の概念と意義

結論は出ていないが，2 回目の外傷の病態において，
急性硬膜下血腫が何らかの形で関与していることは

2-① セカンドインパクト症候群の概念

間違いないであろう。
軽症の急性硬膜下血腫の選手が無症状となり，競

セカンドインパクト症候群とは，脳振盪あるいは

技に復帰してしまい，その後重篤な急性硬膜下血腫

それに準ずる軽症の頭部外傷を受け，数日から数

になってしまった症例が散見されることから，セカ

週間後に 2 回目の頭部外傷を負い，致死的な脳腫

ンドインパクト症候群の 1 回目の頭部外傷は，臨床

脹をきたすものをいう。

症状は脳振盪（脳振盪症候群）であっても，軽症の急

セ カ ン ド イ ン パ ク ト 症 候 群 は ， 1973 年 に

Schneider により最初にその存在が報告され

性硬膜下血腫が相当数含まれるのではないかという

42）
，1984

仮説もあるが，これも科学的には証明されていない。

年に Saunders らにより初めてセカンドインパクト症

2-③ 繰り返す頭部外傷と高次脳機能障害

候群の用語が用いられた 40）。1 回目は軽症の頭部外
傷であり，脳振盪と診断されていることが多く，0〜

スポーツ頭部外傷を何度も繰り返すことで，急激

30 日（平均 1〜2 週間）後に 2 回目の外傷を受け，重

に悪化する場合と，高次機能障害をきたす場合が

篤な状態におちいる。2 回目の外傷も，単独では致死

ある。

的な脳損傷をきたすほどではない程度であることが多
い。この症候群について，Cantu らは vasoparalysis

急激に悪化する代表的なものが前項の「セカンドイ

1）
。死亡

ンパクト症候群」である。一方，何度も慢性的な頭部

率は 30〜50％と高く，生存しても何らかの神経学的

打撃を繰り返すことによって，ある程度年月が経った

後遺症を残す。頭部外傷を繰り返し起こす可能性が

段階で高次脳機能障害を起こす場合，chronic traumat-

高いボクシング，空手，柔道，相撲などの格闘技，

ic encephalopathy または post-traumatic encephalopa-

アメリカンフットボール，ラグビー，アイスホッ

thy と呼ばれる 16）。ボクシングに多いので，punch-

ケーなどのコンタクトスポーツに多い。18 歳以下の

drunk syndrome, boxer's encephalopathy ともいわれ，

若年者や，1 回目の受傷から十分な観察期間を経ず

1928 年に初めて Martland によって報告された 24）。ボ

に復帰した場合に起こりやすいといわれている。た

クシングでは，同日に何回も顔面の打撃を受けるこ

だしセカンドインパクト症候群は，現在のところ診

とになり，脳へのダメージも蓄積されることになる。

断名としては確立しておらず，病態についても次項

Retrospective な評価では 17〜50％のボクサーに高次

に述べるようになお議論がある。

脳機能障害が認められるという。症状は認知機能障

による急性脳腫脹がその病態であるとした

害を中心とした遅発性の慢性脳障害であり，認知症，

2-② セカンドインパクト症候群と急性硬膜下血腫

錐体路・錐体外路症状，小脳失調，易怒性・多幸性
などの性格変化が出現する。神経心理学的な検査で

セカンドインパクト症候群の中には急性硬膜下血

は，言語障害，注意力，反応時間などの障害が認め

腫を併存するものがある。

られる。頭部 CT，MRI では，脳萎縮とそれによる

近年の論文では，セカンドインパクト症候群の 2

側脳室・第三脳室の拡大，脳梁の菲薄化，透明中隔

回目の受傷時には，ほとんどの症例で急性硬膜下血

腔の拡大を，病理学的には，アルツハイマー神経原

腫を伴うことが報告されている

2,31）
。脳振盪程度の

線維変化，パーキンソン病でみられるような黒質の

軽症の外傷が 2 回加わるだけで，Cantu らが言うよ

変性萎縮，小脳 Purkinje 細胞の脱落などが観察され

うな重症急性脳腫脹が起こりうるのかについては，以

る。ボクシングでは，以前に比較し一人当たりの試

前から議論がある

合数の軽減やラウンド数の軽減，ボクサーの健康管

26）
。セカンドインパクト症候群の

本態が，Cantu らが言うように vasoparalysis による

理面などを改善しており，その頻度は減少している。

急性脳腫脹であるのか，それとも急性硬膜下血腫と

しかし，スポーツの低年齢化が進むことで，ボクシ

それに伴う半側大脳半球腫脹であるのかについての

ングだけでなくサッカーのヘディング繰り返しなど
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も高次脳機能に影響を与える可能性もあり 44），今後

も多く，今後は機能的診断法も含めた検討が必要と

の検討課題である。

されている 18）。

3-② 脳振盪症状が持続する場合の画像診断

3．画像診断

脳振盪症状のうち特に頭痛などが数日にわたり遷

3-① 脳振盪の画像診断

延する場合は，薄い硬膜下血腫の存在を除外する
ための画像診断が奨められる。

脳振盪が疑われ受診したときには，頭部 CT ある
いは MRI による器質的病変の確認が望ましい。

脳振盪後に頭痛などの脳振盪と関連した症状が遷

脳振盪は一般的には比較的軽度の脳損傷であり器

延する場合は，前項で述べたように薄い硬膜下血腫

質的な異常を伴わない。しかし脳振盪と同じ外傷機

の存在を否定するために，CT や MRI などの画像診

転で，硬膜下血腫やびまん性軸索損傷など重い病態

断が奨められる。海外の軽症頭部外傷治療ガイドラ

が発生する可能性もある。スポーツ頭部外傷で重篤

インにおいても，強い頭痛の存在は CT 検査を必須

なものは急性硬膜下血腫である。スポーツ頭部外傷

とする危険因子の一つとしてあげられている 45）。

による急性硬膜下血腫は，脳表の架橋静脈が回転外

スポーツ頭部外傷における少量の急性硬膜下血腫

力により損傷され出血をきたすことが特徴であり，通

は，架橋静脈周辺や（Fig.2）
，テント面（Fig.3）に存在

常脳挫傷は伴わないか伴ったとしても極めてわずか

することが多い 23）。
画像診断を行う場合は，硬膜下血腫の存在を見逃

である。したがって脳振盪症状で発症したときに架
橋静脈から出血が始まっていても意識は一旦回復し，

さない（出血の存在を完全に否定する）ための撮像法

血腫の増大に伴い意識障害が進行する。問題なのは，

が推奨される。頭部 CT では，通常の軸状断では架

硬膜下出血が少量で一旦止血されたために意識障害

橋静脈周辺の少量の血腫やテント面の薄い血腫は判

の悪化を呈さないで経過することが少なからずある

りづらいこともあるので，必要に応じ冠状断の撮影

ことにある。
前原，平川らはスポーツ頭部外傷に関する一連の
調査研究において，受傷例での過半数が試合前に頭
痛を訴えていたこと，頭痛例の頭部 CT 検査で約 5％
に架橋静脈周囲の小さな硬膜下血腫が認められたこ
とを報告している 11,22）。このような少量の硬膜下血
腫が発生し，意識障害が明らかでない頭痛のみを症
状として示し，その後の繰り返し外傷で致死的な急
性硬膜下血腫と脳腫脹をきたしたと推定される例の
報告は多々ある 4,31,32,40）。前項で述べられたようにセ
カンドインパクト症候群 2）といわれる病態の中には，
このような機序のものがかなり含まれている可能性
がある。したがって症状から脳振盪が疑われて受診
した場合，頭部 CT または MRI による小さな硬膜下
血腫を含めた器質病変の除外が重要である。
また前項でも述べられた長年の脳振盪の繰り返し
により発生する認知障害は慢性外傷性脳症と称され

Fig.2 25-year-old, man presented with persisting severe
headache after a match of Kick-boxing.

ている 16,24）。このような慢性外傷性脳症では，MRI

CT (the upper) and MRI FLAIR weighted images (the
lower) reveals thin subdural hematoma around the bridging
vein (arrows).

において脳萎縮，白質損傷，脳内の微小血腫が観察
されるが 12,14），形態的評価と病態が一致しないこと
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Fig.3 23-year-old man visited the outpatient clinic with persisting headache after a
match of American Football.
CT scans (the upper) and MR FLAIR images (the lower) show the thin subdural hematoma
on the temporal convexity (white arrow) and on the tentorium (black arrow) on the right
side.

や冠状断の再構成画像で検討する。MRI でも，この

症状が残存している場合は，競技に復帰するべき

ような部位の薄い硬膜下血腫を見逃さないためには，

ではない 21）。このような場合，小児や若年者では，

ルーチンの撮影に加え冠状断（T1, T2 ないし FLAIR）

特に両親や教師，指導者との連携が必要である。

や T2*（axial）などの撮像を加える。

脳振盪を一度起こすと，2 回目の脳振盪を起こす
リスクは 3〜5.8 倍に増加する 48）。さらに脳振盪を繰

4．競技復帰基準

り返すことにより，回復の遅延が指摘されている。
また，3 回以上の脳振盪は，うつや認知機能障害の

4-① 脳振盪の競技復帰基準

危険度を増加させ，軽症認知能力低下が 5 倍，記憶
障害が 3 倍になるとされている 8,9）。したがって繰り

明らかに脳振盪と診断した場合は，受傷当日は復

返す脳振盪での競技復帰はさらに慎重に対応すべき

帰すべきではない。その後も自覚的・他覚的症状

である。

が消失するまでは競技復帰を許可しない。特に小

なお脳振盪後に症状を有しない場合でも，柔道 33）

児や若年者では注意が必要である。

やラグビー 15）では 2〜4 週間の練習禁止がそれぞれ
脳振盪からの競技復帰を計画する際に重要な点は，

の競技団体において推奨されている。競技種目別に

肉体的，精神的な休息（physical and cognitive rest）

休止期間を考慮する際には，これらを参考とし競技

を十分にとることである

種目ごとの特性に合わせた判断が必要である。

25,28）
。脳振盪からの回復や

予後は，年齢や性別によっても様々とされており，

4-② 脳振盪後の段階的競技復帰プロトコール

特に小児や若年者，女性は回復期間の遅延が指摘さ
れているので，復帰時期も遅めに設定する必要があ

競技復帰は，徐々に負荷を加える段階的復帰が推

る 46）。また日常生活における注意点として，テレビ

奨される。

ゲームやインターネット，携帯端末などの集中力や
注意を要するような活動は，症状の悪化や回復の遅

脳振盪を起こした，もしくは脳振盪が疑われる場

延を引き起こす可能性が指摘されている 28）。

合は，段階的競技復帰プロトコールに従って復帰す
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すいコンタクトスポーツ（特にボクシング，空手，柔

Table 3 Graduated return to play protocol (modification of the literatures 28,29,34))

道，相撲，ラグビー，アメリカンフットボール，ア
イスホッケーなど）やスノーボードなど頻回に転倒し

1. 活動なし（体と認知機能の完全な休息）

やすいスポーツへの競技復帰は原則として許可すべ

2. 軽い有酸素運動
例）ウォーキングや自転車エルゴメータ−など

きではない。これまでの本邦や欧米のスポーツ頭部

3. スポーツに関連した運動
例）ランニングなど頭部への衝撃や回転がないもの

外傷に関する文献検索では，スポーツ頭部外傷に
よって頭蓋内出血などの器質的病変が発見された後

4. 接触プレーのない運動・訓練

に症状や画像上の異常が正常化した場合，競技復帰

5. メディカルチェックを受けた後に接触プレーを含む
訓練

は可能か否か，可能であればいつから可能かなどに
関する明確な指針を示す研究やエビデンスは，渉猟

6. 競技復帰

したかぎりは見出せなかった。
手術を要しない小さな硬膜下血腫があっても，無
症状となり画像上正常化した後には復帰を許可して

ることが望ましい 28,29）。症状が完全に消失した後，

も問題ないという意見を掲載した論文が海外にみら

徐々に運動量を上げていくが，それぞれの間に 24 時

れた 3）ものの，本邦では現実に若年者の柔道事故な

間の間隔を入れ，最終的にプレーに戻る前にメディ

どで急性硬膜下血腫が治癒したとして競技復帰し，そ

カルチェック（medical clearance）が推奨される 28,29）。

の後に致死的な急性硬膜下血腫をきたした事例が報

したがって，全ての復帰プログラムを遂行するのに

告されており 33），また柔道事故のほとんどは若年初

少なくとも約 1 週間が必要である。運動量ゼロから

心者であり，たとえ小さな薄い硬膜下血腫が吸収さ

プレーまで 6 段階（1；活動なし，2；軽い有酸素運

れ画像上正常化したとしても，小児・若年者の競技

動，3；スポーツに関連した運動，4；接触プレーの

復帰は原則禁止とすべきであろう。

ない運動・訓練，5；接触プレーを含む訓練，6；競
技復帰）を設け（Table

受傷後早期の数ヵ月以内は特に危険である。実際

3）28,29,34），選手は症状がなけれ

に急性硬膜下血腫の既往のある若年者が，その数ヵ

ば次の段階に進む。症状が出るようならその段階の

月後の柔道の試合で頭部を強打し重度の後遺症を残

前の段階に戻り，24 時間の休息後に再度レベルアッ

した事例においては，復帰を許可した側に賠償命令

プを進めるべきである。4 の接触プレーのない運動

が出ている。受傷から１年後に致死的な急性硬膜下

とは，頭への衝撃だけでなく回転を伴う運動も避け

血腫をきたした事例もあり，いつまで復帰を許可す

ることが重要である。

べきではないのかが明らかにされていない限り，特

なお 19 歳以下の小児・若年者では脳振盪からの回

に急性硬膜下血腫などを繰り返しやすいスポーツに

復が遅れるとされており，特に慎重に評価し復帰プ

おいては，原則として競技復帰を許可しない立場を

ログラムを遂行することが重要である

10,46）
。

とるべきであろう。
「日本アマチュアボクシング医事ハンドブック」の

4-③ 既往に頭蓋内病変を有する選手の競技復帰

中で，競技不適格とされる既往歴のなかには，「重症
頭部外傷，開頭術，硬膜下血腫，硬膜外血腫，水頭

急性硬膜下血腫などの器質的頭蓋内病変を認めた

症などの既往」という規定がある 41）。全日本柔道連

場合は，症状や画像上病変が消失しても，原則と

盟発行の「柔道の安全指導」でも柔道中の頭部外傷時

してコンタクトスポーツへの競技復帰を許可すべ

対応マニュアルにおいて，意識障害発生時は脳神経

きではない。

外科病院受診し頭蓋内の異常があれば原則競技への
復帰は禁止とされている 33,47）。他の競技団体では，

スポーツ外傷によって急性硬膜下血腫や脳挫傷な
どの器質的病変を認めた場合は，たとえ症状が消失

器質的頭蓋内病変の既往を有する選手に関する対応

し画像上は血腫が消失したと判断される場合でも，頭

は明文化されていない。
非コンタクトスポーツの中でも，スノーボードは

への頻回の衝撃や転倒による回転加速損傷を伴いや
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スキーに比べて 1.7〜 5 倍も頭部外傷をきたしやす

2-③ 繰り返す頭部外傷と高次脳機能障害

く，外傷を繰り返すことによる健忘も起こしやすい

（野地雅人）

3． 画像診断

と報告されており 6,7），器質的頭蓋内病変の既往を有
する選手・愛好者に対しては禁止あるいは制限が望ま

3-① 脳振盪の画像診断

しいのではないかと考える。どのスポーツが危険で

3-② 脳振盪症状が持続する場合の画像診断

（成相

復帰を許可すべきではないか，許可してもよいかの

（成相

直）
直）

明確な基準は，現時点では決められない。各種競技

4． 競技復帰基準

団体からの診察依頼や問い合わせに対しては，以上
を考慮し個別の症例に応じた適切な対応を検討すべ

4-① 脳振盪の競技復帰基準

きであろう。

4-② 脳振盪後の段階的競技復帰プロトコール

（中山晴雄）
（中山晴雄）

Ⅲ─────────────── 結

4-③ 既往に頭蓋内病変を有する例の競技復帰

語 ─

（福田

スポーツにある程度の危険が伴うことは避けられ

文

ない事実であり，競技者自身の責任においてスポー

2） Cantu RC, Gean AD: Second-impact syndrome and a small
subdural hematoma: an uncommon catastrophic result of
repetitive head injury with a characteristic imaging appearance.
J Neurotrauma 27: 1557–1564, 2010.

競技者の頭部外傷事例を診察し，競技復帰に関して
アドバイスする一般脳神経外科医にとっては，学会
が提案する共通の認識や考え方で対応するほうが，未

3） Davis G, Marion DW, Le Roux P, et al: Clinics in neurology
and neurosurgery; extradural and subdural haematoma. Br J
Sports Med 44: 1139-1143, 2010.

然に繰り返し損傷などによる事故を防ぐためにも望
ましいと考え，この提言内容を示した。この提言内

4） Easter JS, Grossman SA, Woodruff MM, et al: When the
rules do not work: head injury without loss of consciousness. J
Emerg Med 35: 77-80, 2008.

容は，第 36 回日本脳神経外傷学会（山田和雄会長）の
パネルディスカッションで発表と討論がなされた後
にまとめられたものである。日本脳神経外科学会の

5） Erlanger D, Kaushik T, Cantu R, et al: Symptom-based
assessment of the severity of a concussion. J Neurosurg 98:
477-484, 2003.

学術委員会でもこの提言内容は検討され，学会とし
てのコンセンサスであることが確認された。
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わが国における頭部外傷の最近の動向：

Recent trends of head injury in our country :
Comparison of data between
One Week Study 2005 and One Week Study 2012
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One Week Study (OWS) of the Japan Neurotrauma Data
Bank was conducted to elucidate the actual status of head
injury in our country in both 2005 and 2012. In this article,
the data in OWS 2012 was compared with those in OWS
2005, to clarify the recent state of head injury.
All the patients, who admitted to the hospitals due to head
injury, were enrolled. Eight hundred and two patients were
registered from 321 institutes in OWS 2005, and 682 from
297 institutes in OWS 2012. Analyzed factors were age,
cause of injury, Glasgow Coma Scale (GCS) score, CT findings, Incidence of multiple systemic injury and neurosurgical operation.
Results : In OWS 2012 ; The patients were older (p<0.0001),
and traffic accident was less frequent (p<0.0001). Four
wheel vehicle and bicycle accidents were more frequent and
pedestrian accident was reduced in traffic accident group
(p=0.0373). GCS score did not differ significantly between
two groups. The abnormal CT findings were more frequent
(p=0.0373). Focal injury was most common, followed by
combination of focal and diffuse injuries. Multiple systemic
injury was more often, but the percentage of neurosurgical
operation was not increased significantly.
These results indicated that the aged patients injured by
fall or tumble has increased recently. The complicated
intracranial lesion and multiple injury also have increased
in rate, despite the clinical severity was unchanged.

Key words :
Head injury
Japan Neurotrauma Data Bank
One Week Study

Received October25,2013
Accepted November1,2013
Neurotraumatology 36 : 129–135, 2013

例を含む）および脳神経外科手術例を対象として，こ

Ⅰ─────────────── はじめに ─

れまでプロジェクト（PRJ）1998（1998〜2001 年，10

日本頭部外傷データバンク（Japan Neurotrauma

施設），PRJ 2004（2004〜2006 年，19 施設），PRJ 2009

Data Bank : JNTDB）は 1996 年から活動を開始した。

（2009〜2011 年，22 施設）の 3 つの大規模研究が施行

主として重症頭部外傷例
（搬入時 Glasgow Coma Scale

された。登録症例数は PRJ 1998，PRJ 2004，PRJ 2009

（GCS）score 3〜8，GCS 悪化例：talk and deteriorate

でそれぞれ 1,002 例，1,101 例，1,091 例である 3,4）。
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神経外科学会専門医訓練施設（旧 A ⁄ C 項）および一
部の救命救急センターであり，調査方法はいずれも
調査用紙による登録とした 5）。登録施設数および症
例数は OWS 2005 では 321 施設，802 例，OWS 2012
では 297 施設，682 例であり，これらを今回の分析
の対象とした。分析項目は年齢，受傷原因，GCS

score，CT 所見，多発外傷の頻度，脳神経外科手術
件数の 6 項目とした。CT 所見は局所性損傷，びま
ん性損傷と両者の合併の 3 群に分類し，多発外傷は

Abbreviated Injury Score（AIS） 3 以上と定義した。
統計学的解析には Chi-square test を用いて分析し，

p<0.05 を有意とした。

Fig.1 Age distribution in both One Week Study 2005 and
One Week Study 2012.
OWS: One Week Study

一方，これらの大規模研究がわが国の頭部外傷の実
情を反映しているか否かを検索する目的で，2005 年

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕年齢（Fig.1）

6 月，2012 年 6 月に One Week Study（OWS）2005 2,5），

年齢分布は OWS 2012 では 0〜 30 歳代の小児を含

OWS 2012 を施行した。今回は 2 つの OWS を比較分

めた若年者が減少し，70〜80 歳代の高齢者が増加し

析することによって，わが国における頭部外傷の最近

た（p<0.0001）。平均年齢（中央値）は OWS 2005 では

の動向について検討したので報告する。

44.8 ± 27.8（47）歳，OWS 2012 では 55.1 ± 27.4（63）歳
であり，急激な高齢化が認められた。さらに症例を
受傷原因により，交通事故群と非交通事故群に分類

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

して，年齢分布を検討した（Fig.2）
。交通事故群では

OWS 2005, OWS 2012 ともに，調査対象は日本脳

0〜 39 歳の若年者の著明な減少がみられたが，高齢

Fig.2 Cause of injury and age distribution in both One Week Study 2005 and One Week Study 2012.
OWS: One Week Study
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Table 1 Causes of injury in both One Week Study 2005
and One Week Study 2012

OWS 2005

OWS 2012

326 (42.0%)

207 (30.5%)

Fourwheelvehicle

80 (24.5%)

61 (29.5%)

Motorcycle

86 (26.4%)

50 (24.2%)

Bicycle

83 (25.5%)

67 (32.4%)

Pedestrian

60 (18.4%)

25 (12.1%)

Unknown

17 (5.2%)

4 (1.9%)

Causes
Trafficaccident

Fall⁄Tumble

379 (48.8%)

—

6 (0.9%)

Others

72 (9.3%)

53 (7.8%)

777

678

OWS 2005

OWS 2012

790

676

Normal

324 (44.9%)

228 (33.7%)

Abnormal

466 (55.1%)

448 (66.3%)

318 (68.2%)

226 (50.4%)

Diffuse

45 (9.7%)

62 (13.8%)

Focal+Diffuse

24 (5.2%)

132 (29.5%)

Unknown

79 (17.0%)

28 (6.3%)

CT findings
No.ofcases

Focal

412 (60.8%)

Assault

Total

Table 2 CT findings in both One Week Study 2005 and
One Week Study 2012

OWS :OneWeekStudy
Significance: Total; p=0.0373, Traffic accident; p<0.0001
Table 3 Details of focal brain injury in both One Week
Study 2005 and One Week Study 2012

OWS :OneWeekStudy
Significance: Total; p<0.0001, Traffic accident; p=0.0373

OWS 2005

OWS 2012

101 (29.5%)

129 (35.4%)

Contusion

75 (21.9%)

72 (19.8%)

ASDH+Contusion

39 (11.4%)

62 (17.0%)

EDH

32 (9.4%)

29 (7.1%)

EDH+Contusion

18 (5.3%)

21 (5.8%)

ICH

7 (2.0%)

11 (3.0%)

ICH+Contusion

8 (2.3%)

11 (3.0%)

ASDH+ICH

13 (3.8%)

7 (1.9%)

EDH+ASDH

14 (4.1%)

3 (0.8%)

Notdescribed

35 (10.2%)

19 (5.2%)

342

364

CT findings
ASDH

Total

Fig.3 Glasgow Coma Scale in both One Week Study 2005
and One Week Study 2012.

OWS:OneWeekStudy,ASDH:acutesubduralhematoma,
EDH:epiduralhematoma,ICH:intracerebralhematoma
Significance: p=0.0053

OWS: One Week Study

者はほとんど変化がなかった（p=0.0289）
。一方，非

〔 2 〕受傷原因（Table 1）

交通事故群では若年者の減少も多少はあるが，70 歳

受 傷 原 因 で は 交 通 事 故 が OWS 2005 で 42.0％ で

以上の高齢者の増加が顕著であった（p<0.0001）。平

あったのに対し，OWS 2012 では 30.5％へと減少し，

均年齢（中央値）は交通事故群では OWS 2005 で 39.8

相対的に転落・転倒事故が 48.8％から 60.8％まで増加

± 25.5（34）歳，OWS 2012 で 45.2 ± 24.7（45）歳，ま

した（p<0.0001）。また交通事故の内訳では受傷者側

た非交通事故群では OWS 2005，OWS 2012 でそれ

か ら み て ，四 輪 車 事 故 ，自 転 車 事 故 が そ れ ぞ れ

ぞれ 48.8 ± 29.0（56）歳，59.7 ± 27.4
（69）歳であった。

29.5％, 32.4％と増加し，歩行者事故が 12.1％と減少
した（p=0.0373）。
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Table 4 Neurosurgical operation in both One Week
Study 2005 and One Week Study 2012

OWS 2005

OWS 2012

Allheadinjury

77 (9.6%)

70 (10.3%)

Acutesubduralhematoma

38 (4.7%)

43 (6.3%)

Epiduralhematoma

15 (1.9%)

19 (2.8%)

802

682

Operation

Totalcases

OWS :OneWeekStudy
includingextraparenchymalhematomawithparenchymal
abnormality(contusion)

Fig.4 Incidence of multiple injury (abbreviated injury
score 3 or more) in both One Week Study 2005 and One
Week Study 2012.
OWS: One Week Study

〔 3 〕 GCS score（Fig.3）

〔6〕 脳神経外科手術件数（Table 4）

GCS score の 分 布 は OWS 2005 と 2012 の 間 に 差

脳神経外科手術数は OWS 2005 で 77 例（9.6％），

を認めなかった。平均 GCS score（中央値）は OWS

OWS 2012 で 70 例（10.3％）であり，全症例数に占め

2005 で 12.9 ± 3.5（14），OWS 2012 で 12.8 ± 3.5（14）

る割合は両群間に差を認めなかった。また急性硬膜

であった。さらに搬入時 GCS 3〜 8 の重症頭部外傷

下血腫，硬膜外血腫は OWS 2012 でそれぞれ 43 例

例 の 割 合 も ， OWS 2005， OWS 2012 で そ れ ぞ れ

（6.3％），19 例（2.8％）と増加傾向を示した。

14.0％，13.8％であり，両群間に差を認めなかった。

Ⅳ─────────────── 考

〔 4 〕 CT 所見（Table 2）
異 常 CT 所 見 の 頻 度 は OWS 2005 で は 55.1％ で

察 ─

わが国における頭部外傷の全国的な疫学調査は

あったのに対し，OWS 2012 では 66.3％に増加した

1998 年 以 前 に は 行 わ れ て こ な か っ た 。そ の 後 ，

（ p=0.0373）。内 訳 は OWS 2005 で は 局 所 性 損 傷 が

JNTDB ではこれまで 3 つの PRJ 研究が行われた 3,4）。

68.2％と多かったのに対し，OWS 2012 では局所性

PRJ 2004 施行中に集積されたデータがわが国におけ

損傷が 50.4％，局所性とびまん性損傷の合併例が

る頭部外傷の実情を反映しているかという問題提起

29.5％であり，その分布に差を認めた（p<0.0001）。

がなされ，それを検証する目的で OWS 2005 が企画

さらに局所性損傷の内訳を詳細に分析した（Table

された 2,5）。本来疫学調査であれば，頭部外傷の全症

3）。全体としては OWS 2005，OWS 2012 ともに急性

例が登録されるべきであるが，調査の精度を上げる

硬膜下血腫単独例が最も多く，次いで脳挫傷単独例，

ために敢えて入院患者に絞ってアンケート形式によ

急性硬膜下血腫＋脳挫傷合併例の順であったが，後

る調査を行った。OWS 2012 では多少調査項目数は

者で急性硬膜下血腫単独例が 35.4％，急性硬膜下血

増えたが，同様の形式で調査を施行した。本稿では

腫＋脳挫傷合併例が 17.0％と増加した（p=0.0053）。

OWS 2012 と OWS 2005 のデータを比較することに
よって，わが国における頭部外傷の最近の動向につ

〔 5 〕多発外傷の頻度（Fig.4）

いて検討した。

AIS 3 以 上 の 多 発 外 傷 の 頻 度 は OWS 2005 で

年齢分布では若年者の減少，高齢者の増加が顕著

20.1％であったのに対し，OWS 2012 では 24.7％と

であり，平均値（中央値）で 10.3（16）歳の差があった。

有意に上昇した（p=0.0323）
。

これは主として重症例を対象とした PRJ 研究におけ
る差よりも大きい 4）。すなわち軽症〜中等症例も含
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めると，より高齢者の比率が高いことを示唆してい

Ⅴ ────────────── 総

る。さらに受傷原因別に年齢分布を比較分析すると，

括 ─

交通事故群では若年者が明らかに減少し，高齢者は

入院を要する頭部外傷の最近の動向として，

不変という結果であり，交通安全白書の報告に一致

1．年齢では若年者が減少し，高齢者が相対的に増

した

6）
。また日本外傷データバンク（Japan

加した。

Trauma

Data Bank : JTDB）報告 2012 にも近似したデータで
あった

2．受傷原因では交通事故が減少し，転落・転倒事
故が増加した。

1）
。

受傷原因では OWS 2012 で交通事故の占める割合

3．重症度（GCS score）は変化がなかった。

が 30.5％まで減少し，相対的に転落・転倒が 60.8％

4．CT 所見では頭蓋内損傷の頻度が増加し，局所

まで増加した。JTDB 報告（記載なし例を除く）では

性損傷の内訳では急性硬膜下血腫が増加傾向を

調査時期は多少異なるが，交通事故が 40.4％，転落

示した。

（墜落）
・転倒が 43.6％であり

2）
，むしろ

OWS 2005 に

5．多発外傷（AIS 3 以上）の頻度が増加した。
6．脳神経外科手術件数総数は変化がなかったが，

近似した結果であった 6）。この差が生じた原因とし
て，研究施設（患者搬送施設）の違い（脳神経外科施

硬膜外血腫，急性硬膜下血腫に関しては増加傾

設，救命救急センター）および登録基準の違い（OWS

向にあった。

は入院例，JTDB は AIS 3 以上）が考えられる。さら
に研究時期の差（7 年）を勘案した人口動態の変化も

文献および資料

考慮して検討する必要があると思われる。
変化がなかったが，CT 所見が異常であった頻度は

1） 日本外傷学会トラウマレジストリー検討委員会：日本外
傷データバンク報告 2012（2007〜2011 年）
，http://www.
jtcr-jatec.org/traumabank

OWS 2012 で増加し，内訳では局所性損傷＋びまん

2） 小野純一, 藤川厚, 重森稔：プロジェクト 2004 はわが国

GCS で み た 重 症 度 は OWS 2005 と OWS 2012 で

由は明らかでないが，局所性，びまん性の定義の不

の頭部外傷重症例の実情を反映しているか？：プロジェ
クト 2004 と One Week Study 2005 との比較から . 神経
外傷 34: 11-14, 2011.

明確さや observer variability の可能性は否定できな

3） 小野純一, 藤川厚, 宮田昭宏, ほか：重症頭部外傷におけ

性損傷の合併例がより高率であった。この結果の理

る病態・転帰の最近の動向：頭部外傷データバンクにお
ける交通事故受傷例の検討. 神経外傷 36: 17-29, 2013.

い。今後症例毎の詳細な分析が必要であろう。また
局所性損傷の詳細な検討では，急性硬膜下血腫単独

4） 小野純一, 藤川厚, 宮田昭宏：頭部外傷データバンクプロ
ジェクトからみる重症頭部外傷の動向. 日本医事新報
4656: 23-28, 2013.

および急性硬膜下血腫＋脳挫傷合併例の割合が増加
したが，これは高齢者の増加，転落・転倒事故の増

5） 重森稔, 小野純一, 小川武希, ほか：日本頭部外傷データ
バンクにおける One Week Study の総括 . 神経外傷 34:
1-6, 2011.

加が関与するものと思われた。
多発外傷（AIS 3 以上）の頻度は OWS 2012 で増加

6） 平成 23 年交通安全白書, 内閣府共生社会政策統括官, 交
通安全対策.

した。OWS では単純な項目として調査されており，

Injury Severity Score や AIS の詳細が不明であるた
め，差が生じた原因を究明することは困難である。

利益相反について
著者全員は日本脳神経外科学会への COI の自己申告を完
了しています。本論文に関して開示すべき COI はありま

頭部外傷の脳神経外科手術件数は昨今減少してい
るといわれている。しかし OWS の調査結果からは
少なくとも有意な減少はなく，硬膜外血腫，急性硬

せん。

膜下血腫に限定すれば，むしろ増加傾向を示してい
た。日本脳神経外科学会へ登録されている頭部外傷
研究協力施設

の手術件数を分析し検証する必要があると思われた。

One Week Study 2012 に調査にご協力いただきました病
院名を以下に列記します。改めて謝意を表します。
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相澤病院，青森県立中央病院，青森市民病院，秋田県立

公立丹南病院，公立陶生病院，公立藤田総合病院，南相

脳血管研究センター，秋田赤十字病院，旭川医科大学，

馬市立総合病院，国立国際医療研究センター国府台病院，

安曇野赤十字病院，麻生飯塚病院，麻生総合病院，厚地

国立循環器病研究センター，越谷市立病院，湖東記念病

脳神経外科病院，荒尾市民病院，荒木脳神経外科病院，

院，小松市民病院，災害医療センター，済生会宇都宮病

有田共立病院，安城更生病院，飯田市立病院，石巻赤十

院，済生会京都府病院，済生会熊本病院，済生会滋賀県

字病院，医誠会病院，一之瀬脳神経外科病院，稲城市立

病院，済生会日向病院，済生会福岡総合病院，済生会松

病院，伊那中央病院，茨城県立中央病院，茨城西南医療

阪総合病院，済生会八幡総合病院，済生会横浜市東部病

センター病院，揖斐厚生病院，いわき市立総合磐城共立

院，済生会横浜市南部病院，埼玉医科大学国際医療セン

病院，岩手県立大船渡病院，岩手医科大学，宇部興産

ター，埼玉医科大学総合医療センター，埼玉県済生会栗

（株）中央病院，浦添総合病院，嬉野医療センター，海老

橋病院，さいたま赤十字病院，齋藤記念病院，佐賀大学，

名総合病院，愛媛県立中央病院，大分県立病院，大分三

さくら会病院，佐世保市立総合病院，札幌医科大学，札

愛メディカルセンター，大分市医師会立アルメイダ病院，

幌東徳洲会病院，佐渡総合病院，三之町病院，滋賀医科

大阪医科大学，大阪市立総合医療センター，大阪市立大

大学，滋賀県立成人病センター，静岡県立こども病院，

学，大阪大学，大阪府済生会泉尾病院，大阪府済生会千

静岡県立総合病院，静岡市立静岡病院，至誠会第二病院，

里病院，大阪府済生会中津病院，大阪府三島救命救急セ

自治医科大学，篠田総合病院，島根大学，シミズ病院，

ンター，大阪府立中河内救命救急センター，大阪府立母

社会保険横浜中央病院，十全総合病院，周東総合病院，

子保健総合医療センター脳，大阪労災病院，太田綜合病

周南記念病院，順天堂大学，順天堂大学医学部附属浦安

院付属太田西ノ内病院，大津赤十字病院，大手町病院，

病院，順天堂大学医学部附属静岡病院，順天堂東京江東

大西脳神経外科病院，大宮中央総合病院，岡山医療セン

高齢者医療センター，潤和会記念病院，湘南東部総合病

ター，岡山大学，岡山東部脳神経外科岡山クリニック，

院，昭和大学，昭和大学藤が丘病院，昭和大学横浜市北

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター，音羽

部病院，市立宇和島病院，市立釧路総合病院，市立砺波

病院，帯広第一病院，回生病院，香川小児病院，香川大

総合病院，市立三次中央病院，市立室蘭総合病院，市立

学，掛川市立総合病院，鹿児島市立病院，鹿児島大学，

四日市病院，新京都南病院，神鋼病院，新古賀病院脳卒

梶川病院，柏崎総合医療センター，春日井市民病院，勝

中脳神経センター，信州上田医療センター，信州大学，

田病院水戸ガンマハウス，神奈川県立足柄上病院，金沢

新日鐵八幡記念病院，杉田玄白記念公立小浜病院，珠洲

市立病院，金沢大学，鎌ヶ谷総合病院，上飯田第一病院，

市総合病院，鷲見病院，駿河台日本大学病院，諏訪赤十

亀田総合病院，川口市立医療センター，川崎医科大学，

字病院，諏訪中央病院，製鉄記念広畑病院，聖マリアン

川崎幸病院，関西医科大学附属枚方病院，関東脳神経外

ナ医科大学，聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院，聖

科病院，関東労災病院，北九州総合病院，北里大学，北

隷浜松病院，聖隷三方原病院，聖麗メモリアル病院，瀬

日本脳神経外科病院，北原脳神経外科病院，岐阜県総合

口脳神経外科病院，仙台徳洲会病院，仙台東脳神経外科

医療センター，岐阜県立多治見病院，岐阜大学，君津中

病院，仙北組合総合病院，せんぽ東京高輪病院，草加市

央病院，九州医療センター，九州中央病院，九州労災病

立病院，総合南東北病院，第一東和会病院，第二岡本総

院，杏林大学，京都医療センター，京都きづ川病院，京

合病院，高岡市民病院，高崎総合医療センター，高松赤

都市立病院，京都第二赤十字病院，京都府立医科大学，

十字病院，宝塚市立病院，滝川脳神経外科病院，館林厚

桐生厚生総合病院，近畿大学，久我山病院，草津総合病

生病院，茅ヶ崎市立病院，千葉医療センター，千葉県こ

院，熊本医療センター，熊本赤十字病院，久留米大学，

ども病院，千葉県循環器病センター，千葉大学，千葉労

黒部市民病院，桑名西医療センター，群馬大学，慶應義

災病院，千船病院，中国労災病院，中濃厚生病院，中部

塾大学，慶友会第一病院，県民健康ブラザ鹿屋医療セン

徳洲会病院，調布病院，ツカザキ病院，筑波記念病院，

ター，県立がんセンター新潟病院，興生総合病院，厚生

筑波大学，筑波メディカルセンター病院，土浦協同病院，

連高岡病院，高知大学，江東病院，広南病院，甲府脳神

帝京大学，東海大学，東京医科歯科大学，東京医科大学

経外科病院，神戸市立医療センター中央市民病院，神戸

茨城医療センター，東京医科大学八王子医療センター，

大学，公立置賜総合病院，公立甲賀病院，公立昭和病院，

東京共済病院，東京慈恵会医科大学，東京慈恵会医科大
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学附属葛飾医療センター，東京女子医科大学附属八千代

センター，兵庫県立西宮病院，広島大学，深谷赤十字病

医療センター，東京大学，東京逓信病院，東京都健康長

院，福岡県済生会二日市病院，福岡市民病院，福岡新水

寿医療センター，東京都済生会中央病院，東京都立大塚

巻病院，福岡大学，福岡和白病院，福島県立医科大学，

病院，東京都立広尾病院，東京都立墨東病院，道東脳神

福山市民病院，袋井市立袋井市民病院，藤井脳神経外科

経外科病院，東邦大学医療センター大森病院，東北大学，

病院，富士市立中央病院，富士吉田市立病院，船橋市立

東名厚木病院，徳島県立中央病院，徳田脳神経外科病院，

医療センター，ベリタス病院，防衛医科大学校，星ヶ丘

徳山中央病院，獨協医科大学越谷病院，鳥取県立厚生病

厚生年金病院，北海道脳神経外科記念病院，舞鶴医療セ

院，戸畑共立病院，とまこまい脳神経外科，富永病院，

ンター，前橋赤十字病院，牧田総合病院，枡記念病院，

富山県済生会富山病院，富山県立中央病院，富山労災病

町田市民病院，松江生協病院，松江赤十字病院，三重大

院，豊川市民病院，豊橋医療センター，とりで総合医療

学，水島中央病院，水の都脳神経外科病院，水戸医療セ

センター，十和田市立中央病院，長崎川棚医療センター

ンター，水戸協同病院，水戸赤十字病院，みどりヶ丘病

西九州脳神経センター，長崎大学，中津脳神経外科病院，

院，都城市郡医師会病院，宮崎善仁会病院，武蔵野赤十

永冨脳神経外科病院，長野市民病院，長野赤十字病院，

字病院，明治橋病院，明生病院，目白病院，守口生野記

長浜赤十字病院，中村記念病院，中村記念南病院，中村

念病院，森山記念病院，焼津市立総合病院，野猿峠脳神

病院，名古屋医療センター，名古屋第一赤十字病院，名

経外科病院，八尾総合病院，八尾徳洲会総合病院，矢木

古屋大学，名古屋第二赤十字病院，名古屋市立大学，那

脳神経外科病院，八千代病院，山形県立河北病院，山形

覇市立病院，名張市立病院，奈良県立医科大学，南部徳

県立中央病院，山形市立病院済生館，山形大学，山口大

洲会病院，新潟県立中央病院，新潟県立十日町病院，新

学，大和市立病院，山梨赤十字病院，山梨大学，山本組

潟大学，新潟脳外科病院，西島病院，西宮協立脳神経外

合総合病院，山本第三病院，横浜医療センター，横浜新

科病院，西脇市立西脇病院，日本赤十字社和歌山医療セ

都市脳神経外科病院，横浜新緑総合病院，吉田病院，米

ンター，日本医科大学，日本医科大学多摩永山病院，日

沢市立病院，和歌山県立医科大学，稚内禎心会病院，匿

本医科大学千葉北総病院，日本医科大学附属病院高度救

名希望：１病院

命救急センター，日本大学，沼田脳神経外科循環器科病

（五十音順）

院，脳神経外科ブレインピア南太田，白十字病院，函館
中央病院，函館脳神経外科病院，馬場記念病院，浜松医
科大学，浜松医療センター，東埼玉総合病院，東住吉森

■ 小野 純一（千葉県循環器病センター 脳神経外科）
〒 290-0512 千葉県市原市鶴舞 575
TEL: 0436-88-3111 / FAX: 0436-88-3032
E-mail: j.on@pref.chiba.lg.jp

本病院，彦根市立病院，日野市立病院，姫路医療セン
ター，兵庫県立こども病院，兵庫県災害医療センター神
戸赤十字病院，兵庫県立淡路病院，兵庫県立加古川医療



神経外傷 Vol.36 2013

総

説

Official Journal of The Japan Society of Neurotraumatology

神経外傷 36（2013）136 – 143

頭部外傷後生存者の長期予後に関する
疫学研究について

Epidemiological study on long-term prognoses
for head-injury survivors
TOMOKO TACHIBANA1, HIROMITSU OGATA2
1Department

橘 とも子 1

of Health Crisis Management,
National Institute of Public Health
2Center for Public Health Informatics,
National Institute of Public Health

緒方 裕光 2

1

国立保健医療科学院 健康危機管理研究部

2

国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター

Key words :
Head-injury survivor
Long-term prognosis
Epidemiological study
Longitudinal study
Cohort study

Received October16,2013
Accepted December13,2013
Neurotraumatology 36 : 136–143, 2013

Intellectual and emotional disorders persisting as longterm problems after head injury have increasingly been
highlighted with higher brain dysfunction caused by brain
damage. More effective chronic medical intervention is
expected for residual disabilities. In order to respond to
these expectations, long-term follow-ups of head-injury
survivors as well as collection and analysis of comprehensive medical information, including daily living functions
and quality of life (QOL), are needed. In this study, an
overview was introduced of the long-term natural course
of a 47-year-old patient who became a physician after
incurring a severe traumatic brain injury (TBI) at age 16
and who has continuously participated in society, and the
methods and requirements for long-term prognosis studies
in adult survivors of severe childhood TBI was outlined. In
addition, the methodologies of cohort studies as a method
of longitudinal epidemiological studies in the management
of prognoses for disabilities were demonstrated, and the
concept and significance of epidemiological studies on
long-term prognoses of head-injury survivors, for which
the establishment of the system is expected in the future,
were organized and explained.

跡によって，知的〜情動面での障害が残るなどの症

Ⅰ─────────────── はじめに ─

状が「脳損傷による高次脳機能障害」として注目され

日本では 1960 年代後半，交通戦争と呼ばれる社会

るようになり，典型的には認知障害と性格・人格変

16）
。脳神経外科

化とによる家庭ないし社会復帰における問題として

が診療科として新たに加わり（1965 年）
，CT スキャ

知られるようになった 19）。TBI の病態解明は，精神

ンが国内に導入され（1975 年）
，脳疾患に対する診療

医 学 的 機 序 が ，び ま ん 性 軸 索 損 傷 （ DAI: Diffuse

現象を背景に，頭部外傷が増加した

技術は飛躍的に向上した

27）
。1990

年代に入ると道路

Axonal Injury）として，また情動障害がパペッツの

交通事故による人口 10 万対死者数は減少したが，同

情動神経回路の損傷として，各々明らかにされてき

負傷者数が急増した。そのため，外傷性脳損傷（TBI:

た 20,28）。だが派生する精神心理学的問題については，

traumatic brain injury）による注意障害や記憶障害，情

治療や認知リハビリテーションが精力的に検討実施

動障害等の後遺症に悩む症例の増加が指摘されるよ

されてきているにも拘わらず，未だ残された課題が

うになった 13）。その後，頭部外傷後の長期予後の追

指摘されている。すなわち「認知リハビリテーション
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後の転帰として，重度 TBI 患者とその家族の重いハ
ンディキャップや大きなストレスを解消できずに経
過してしまう場合がある」という課題である。TBI に

し，長期予後に影響を及ぼした要因を検討した。

【 研究方法 】

派生するこのような問題の重要性は，従来から多く

後ろ向き縦断的症例研究 retrospective study およ

の専門家によって指摘されているものの，その現状

び前向き縦断的症例研究 prospective study。経過観

については必ずしも客観的に全体像が把握されてい

察は症例の医学部入学（19 歳）後に開始した。後ろ向

るわけではない。その理由の 1 つとして，TBI の病

き研究の臨床情報は，症例持参の医療記録等の写し

態予後に対する精神心理学的介入の有効性・妥当性に

から得た。前向き研究の 47 歳時病態は，客観的評価

関する科学的評価が非常に難しいという点が挙げら

を求めて症例が自発的に受診した際の診察結果を同

れる

意に基づき利用した。受診半年後の面接調査により，

12,37）
。

とくに若年期（Childhood: 0〜16 歳）の受傷におけ

自然経過の詳細情報を包括的に把握し，長期予後に
影響を及ぼした要因を検討した。

る TBI（以下「若年期 TBI」
）は，後天性身体障害の最
も一般的な原因の 1 つである。そのため若年期 TBI
医療では，「病態から予後を予測し介入・フォロー

【 結果－ 1 ： retrospective + prospective study 】

アップの優先順位を判断する」という急性期医療の重

《症例》 47 歳，右利き医師

要性に加え，「若年期 TBI 生存者が健常者に追いつ

《受傷歴》 16 歳時（1978 年），暴走車の激突により

くために必要な能力を獲得する機会を喪失しないよ

右 前 ─側 頭 の coup injury & 左 側 頭 ─後 頭 の contre-

う，リスクを最小限に抑える」という発育上の観点に

coup injury ほか全身多発外傷を受傷。神経主症状は，

立った，後遺障害に対する効果的な慢性期医療の介

視神経管骨折による右眼失明，左顔面神経麻痺，左

入が求められている

耳感音難聴，上肢（右）感覚麻痺・
（左）運動麻痺等。退

1）
。そのような期待に応えるた

めには，若年期 TBI の生存者を成人期まで長期的に

院時，脳波に異常所見（左側の α 波抑制されており，

フォローアップし，日常生活機能や生活の質（QOL:

徐波が，前部は右に，後部は左に多い）を認めたが，

Quality of Life）までを含めた網羅的情報の継続的観

学業を再開した。
《 既往歴・家族歴》 受傷前：特記すべき問題なし。

察が必要であろう。
著者らはこれまで，16 歳時の重症 TBI 受傷後に医

生来学業素行に問題なし。受傷後：25 歳時，混合性

師となり社会参加している 47 歳症例の長期自然経過

結合組織病（MCTD）疑いと診断，以後 follow 中。

について症例研究 34,35）を行いつつ，若年期 TBI 患者

《受傷後経過》 学業再開後，全身の激痛や脳の易疲

に対する長期予後研究について文献的に検討・考察

労，思考速度の著しい低下等を自覚したが，残存機

し，併せて重症若年期 TBI の成人生存者に対する長

能で喪失機能を補完する方式の「自己流リハビリ」を

期予後に関する疫学研究のあり方や必要性を論じて

工夫・継続し，自発的に症状改善を図った。記憶力・

きた

集中力の著しい低下や右眼失明は，とくに学習困難

32,33）
。本研究ではそれらを概説するとともに，

傷病予後管理における疫学研究方法としてのコホー

要因と自覚したが，反復・外的代償・内的視覚イ

ト研究（Cohort study）
について方法論を記述する。併

メージ等により自主的に補完した。この間，焦燥感・

せて，TBI 生存者の後遺症予後管理における疫学研

いらだちを自覚し，他覚的には時に衝動的行動・た

究の考え方や方法論および意義について整理し，解

どたどしい話し方はあるも，医療ケア介入は無し。6

説する。

年間で医学部を卒業（25 歳）し，同年国試合格，下肢
再手術後に内科医となった。 結婚（26 歳），第 1 子
（28 歳）
・第 2 子（32 歳）出産。現在までの間，一時的

Ⅱ─── 重症 TBI 症例の長期自然経過に関する

に死への恐怖感増強による鬱状態発症や，感情のコ

研究の概要 32,33,34,35）─

ントロール不安定等のエピソードはあったが，自己

【 研究目的 】

コントロールにより継続的にフルタイムで医師とし

重症 TBI 症例の自然経過（31 年間）を包括的に把握

て就業し，自立的社会活動を営んでいる。
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《 47 歳時病態（受傷 31 年後）
》

わめて少なく，軽症の若年期 TBI の場合でも，長期

・ 右眼失明，左難聴等の後遺症状が認められた。

予後研究は決して多くない。軽症若年期 TBI の研究

・ 神経心理学的検査（WAIS-Ⅲ）：言語性 IQ（130）

内容は，いずれも内容が，患者の心理学的問題や後

に対し，視覚障害に起因すると考えられる動

遺症 1,7,14）などの異常所見等を報告するものである。軽

作性 IQ の相対的低下を認めた。精神心理学的

症の若年期 TBI の長期的予後について，神経行動学

介入の必要は認められなかった。

的な症状や予後経過の観察は，ほとんど示されてい

・ 脳波：正常。

ない 8,18,29）。また重症の若年期 TBI の長期的予後研

・ 頭部 MRI ：左後頭葉テント直上に限局皮質萎

究も，軽症の場合と同様に，全般的な神経行動学的
症状の報告例は少ない 10,24）とされている。重症の若

縮像を認めた。

年期 TBI の予後研究では，成人生存者の予後に関す

【 結果－ 2 ： prospective study 】

る課題として，① 注意力・記憶および情報処理速度

《 面接調査結果 & 考察 》

といった動作性領域に認められる認知障害 3,4,22,23），②

ライフステージごとの受傷後の経過について聞き

持続する医学的身体的問題 15,32,33,34,35）や就学・就業に

取り，網羅的に把握しえた。巣症状や欠落症状の改

関する問題 10,14,33,34），③ 社会的適応障害・孤立・QOL

善は，受傷後 20 数年程度経過した時期においても，

の低さ・うつ状態・注意障害・家庭問題などの社会的・

主観的・客観的に認められた。症状の改善には，症

精神医学的問題，などが指摘されている。全般的に，

例の自発的な日常の工夫や就学・就業の機会確保の関

これらの多くの報告においては，
「重症の若年期 TBI

与が認められた。とくに受傷後中期の「受験期 + 医

の成人生存者には，永続的な神経行動障害を認める」

学部」における学業や，受傷後後期の「医業 ＋ 論文

と結論づけられている。

執筆等」といった就業継続が，脳機能に関する自覚症

しかしながら，これらの重症の若年期 TBI の予後

状の改善に寄与するとともに，認知機能の回復訓練

に関する既存研究のデザインは，いずれも横断研究

を代替したと考えられた。

（Cross sectional study）に近いものであり，経時的な

全経過を通じ，症状の改善や QOL 維持には，症

フ ォ ロ ー ア ッ プ に よ る 縦 断 的 研 究 （ Longitudinal

例の「意欲や発動性の維持」が大きく関与していた。

study）はほとんど行われていない。一方で，重症度が

意欲・発動性は，自尊感情・自信によって支えられ，

同程度の若年期 TBI であっても，予後に著しいばら

また若年齢・前頭葉機能や知能の維持・自己実現の欲

つきがあることが複数の研究で示されている 2,6,15,21）。

求・受容的環境・焦燥感やいらだちによって促進され，

これらの研究では，損傷時年齢・損傷前の性格・認知

周囲の病態無理解によって減退していた。受傷後後

的要因・心理社会的要因など，重症度以外の予後予測

期における症状の増悪には，周囲の病態無理解が関

要因の関与が示唆されている。さらに，社会的優位

与し，本人と家族の大きなストレスに影響したと考

性・リハビリテーション等社会資源の利用可能性・症例

えられた。

と家族の適応・後遺症の程度などが潜在的に重要な予
後予測要因であることを示した研究もある 38）。その

─ TBI の長期予後に関する従来の研究 32）─
Ⅲ─

他，日常生活機能や QOL，環境要因等も予後予測因

“TBI”
，
“long term”
，
”prognosis”
，
“childhood”等を

重症若年期 TBI 症例における長期経過の観察に基づ

キーワードとして PubMed を用いて文献を抽出し，そ

き，重症度以外の長期予後に関与する要因として，

れらを対象として「疫学研究の方法」および「TBI 患

損傷時年齢・損傷前の性格・認知的要因・心理社会的

者の長期予後に影響を与える要因」について比較検討

要因・社会的優位性・社会資源の利用可能性・症例と

した。

家族の適応・後遺症の程度・知能・本人や家族をとり

子として重要であることが考えられる。橘によれば，

成人期受傷 TBI の長期予後を明らかにした研究は

まく周囲の環境要因などが重要であることが指摘さ

多いとされる 6,9）。しかし若年期 TBI の回復後に成人

れている 1,32,33）。これらのことから，重症の若年期

期まで生存した者の長期予後に関する研究報告はき

TBI の長期予後を正確に判断し，公衆衛生学的にも
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的研究方法の 1 つとしてコホート研究がある。

適切な対策をとるためには，重症度以外の様々な要
因を考慮する必要があると考えられる。さらにその

コホート研究は，対象母集団から抽出した標本集

ような要因と予後との関係を客観的に把握するため

団（コホートという）を一定期間にわたって経時的に

には，従来の重症 TBI の予後研究のみでは不十分で

観察し健康事象の発生を調べる疫学的手法であり，疫

あり，今後は重症の若年期 TBI の成人生存者の長期

学における中心的なアプローチとなっている。その

予後に関する縦断的研究を行う必要がある。

主要な目的は，個人の何らかの要因への曝露と健康
事象の発生との関連性を見出すことにある。コホー
ト研究の結果は，当然ながら発病メカニズムの解明

Ⅳ───── 疾病予防および予後管理における

や疾病予防対策につながる。コホート研究によって

疫学の考え方について ─

リスク要因と疾患との関係が示された例として，喫

〔 1 〕疾病の予防における疫学の考え方

煙と肺がん 5），放射線被曝と発がん 30），アスベスト

予防医学において，一般に疫学の目的は，疾病の

やウラニウム曝露と肺がん 17,36），など数多くの研究

予防である。疾病の発生を防ぐために，まず疾病の

が挙げられる。このように，これまでのコホート研

原因を明らかにすることを目的として，関連する要

究は，産業医学分野などで特殊要因に曝露した集団

因の意義をできるだけ定量的に示すことが疫学の第

をコホートとして設定し「疾病の発生」を観察する，

一段階である。それを出発点として，より効果的な

という方法で実施されており，「疾病もしくは外傷の

予防方法や対策を探求すべく，疫学研究の方法論が

予後」と深く関連する第 3 次予防に関しては，これま

展開されていく。

でにコホート研究が行われた例がほとんどない。

一般的には，疾病に罹患しないようにするという

コホート研究には，その研究デザインによってい

「罹患を防ぐ」ことが予防という言葉の意味である。し

くつかのタイプがある。まず，曝露情報がどの時点

かし疾病の疫学では，疾病の予防を第 1 次，第 2 次，

で得られるかによって 2 つの方法がある。すなわち，

第 3 次予防の 3 段階に分ける考え方がある。すなわ

研究開始時点での曝露情報をもとに将来の疾病発生

ち，第 1 次予防は「原因を除去して罹患自体を防ぐこ

の状況を観察する方法と，過去の特定の時点での曝

と」，第 2 次予防は「早期発見・早期治療」であり，そ

露情報をもとに疾病発生状況を観察する方法とがあ

して第 3 次予防は「疾病治癒が不可能な場合に，疾患

る。前者は前向きコホート研究とよばれ，後者は後

のより重篤化や合併症の発生を防ぐ／治療終了後の

向きコホート研究とよばれている。前向き研究は後

機能回復訓練などのリハビリテーション」である 31）。

向き研究に比べて曝露に関する情報がより正確であ

例えば「がんの予防」を例にとると，第 3 次予防は

ることが多い。コホート研究は，症例対照（ケース・

「完全な治療ができなかった場合の，再発防止医療や

コントロール）研究（典型的な後向き研究である）に

定期的な監視／種々器官の切除手術後の機能回復訓

比べて多大な費用と長い期間が必要となる。とくに

練など，日常生活への復帰のための訓練」等が含まれ

発生の稀な疾患の場合には，非常に多くの対象者数

ることになる。

が必要となる。そこで，少ない対象者数の観察で通
常のコホート研究と同程度の精度でリスクを推定し

〔 2 〕疾病予後管理におけるコホート研究（ Cohort

うる研究方法として，コホート内症例対照研究（ネス

study）について

テッド・ケース・コントロール研究ともよばれる）

前述の第 1 次予防から第 3 次予防に至る流れは，1

（Fig.1-a）やケース・コホート研究（Fig.1-b）などが提

人 1 人の人間にとっては一連のものであり，各個人

案されている。前者は，コホート内で症例が発生し

の特質や状況など多様な要因が互いに深い関連を

た時点でそれ以外の対象者の中から年齢や性別など

持っている。したがって，これらの予防を合理的に

をマッチングさせて 1〜複数名のコントロール群を

実施するためには，そのエビデンスとして，様々な

ランダムに抽出して選択する方法である。後者は，

要因間の関係を科学的な方法で明確に把握しなけれ

コホートの中からランダムに対照者集団としてのサ

ばならない。そのような要因間の関連を調べる疫学

ブコホートを選択する方法である。
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ローアップ開始前，開始時点および開始後における
様々な共変量について観測することが理想的である。
しかしながら，一般的に前向きコホート研究におい
ては，フォローアップ開始前の情報を収集すること
が難しいため，開始時点または開始後の情報を観察
することになる。開始後の情報を収集できる場合に
は，時間の経過とともにデータが変動する可能性が
あり，これらの変量については時間に依存する共変
量として取り扱う必要がある。④については，フォ
ローアップ期間中に，定期的に疾病発生に関する情
報を更新する何らかのシステムが必要である。⑤に
ついて，最も典型的な方法として変数間の相関の有
無に関する検定が用いられることが多い。また相対
リスクの推定もしばしば行われるが，時間に依存す
るハザード関数を用いる方法が有効である。いずれ
にしても解析には何らかの統計学的モデルを考える
必要がある。
対象者を縦断的に観察するコホート研究は，関連
する要因間の互いの関連性を定量的に示すことがで
き，第 3 次予防を含めた疾病予後管理にとって重要
なエビデンスを提示する可能性を持っている。ただ

Fig.1 Nested case-control study and Case-cohort study.

し，その適用にあたっては，疾病予後に関連する

In the nested case-control study, a specified number of
matched controls are selected from the cohort. Cases of a
disease are compared to this subset of controls. In the casecohort study, all cases in the cohort are compared to a
random subset of participants who do not develop the
disease of interest.

様々な要因を上記で述べたようなコホート研究の型
および基本的な要素にあてはめたうえで，研究デザ
インについて多方面にわたる専門家間で十分に議論
する必要がある。

コホート研究には，一般的に以下に挙げる基本的

Ⅴ ── 頭部外傷後生存者の長期予後に関する

な要素がある。すなわち，① 曝露情報（曝露の有無
または曝露量）と疾病発生率の関係，② コホートの
選択とフォローアップ，③ 共変量データの取得，④

疫学研究の考え方・意義および課題 ─

〔1〕 TBI 生存者の長期予後に関する縦断的研究に
ついて

疾病情報の取得，⑤ データの解析，である。まず，
①については，時間，疾病発生，リスク要因への曝

わが国では日本脳神経外傷学会（旧：日本神経外傷

露，共変量のそれぞれの関係について定量的なモデ

学会）によって 1997 年から頭部外傷に関する臨床疫

ルを仮定する。さらに因果関係までを議論するなら

学的調査が開始され，これまでに多くの報告がなさ

ば，交絡因子による調整を考慮する必要がある。次

れている 26）。大規模プロジェクトによる調査の結果

に，②については，一定期間に疾病発生の有無を観

は，「日本頭部外傷データバンク（Japan Neurotrauma

察可能しうる集団を母集団から抽出しなければなら

Data Bank; JNTDB）」として頭部外傷に関する臨床

ない。この際，中途打ち切りデータの取り扱い方法

疫学データが集積されてきており，現在までに 3 つ

についても決めておく必要がある。中途打ち切り

のプロジェクト（Project 1998, Project 2004, Project

データは，標本サイズの決定や統計的検出力にも影

2009）が終了したという 11）。JNTDB の目的は「頭部

響を与える重要な要素である。③については，フォ

外傷の予防，治療，リハビリテーション，予後など
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の研究，患者家族が最も期待する対策追及を通じて

必要な医療介入を，より効果的かつ効率的に行うた

社会的貢献を一層向上すること」
とされている 25）。こ

めの「効果評価に資するエビデンス」に活用すること

れを予防医学の観点から，前述した「Ⅳ〔1〕疾病の予

が期待できるのではないか。

防における疫学の考え方」に当てはめて考えてみる

いずれにせよ日本社会は，急速な高度経済成長に

と，JNTDB はまさに重症頭部外傷の「第 2 次予防〜

ともなう交通戦争を経験し，今また，世界に類を見

第 3 次予防を中心とする『予防』を視野に入れて構築・

ない急激な高齢化社会を迎えつつある。「これから交

推進されてきた，先進的な『外傷の疫学』情報システ

通外傷が増加する／今後人口構造が高齢化する」国や

ム」と捉えることができるのではないか。

地域は決して少なくないと思われることから，わが

JNTDB【プロジェクト 1998, 2004, 2009】における

国の頭部外傷に関する疫学データは，今後，国際的

重症頭部外傷（6 歳以上）の発生（= On set）推移に関す

にみても有用なエビデンスとなりうるのではないか。

11）によれば，年齢別頻度でみた発生の

世界に先駆けて経済発展を果たしたわが国にあって

ピークは，若年層（15〜29 歳）から高齢者層（60〜84

は，頭部外傷の疫学エビデンスを国際的に発信する

歳）に有意にシフトしていたという。また，若年層の

ことは重要であり，そのためにも，疫学研究デザイ

交通事故（四輪車・二輪車事故）
は減少傾向で推移して

ンや方法論をさらに検討しつつ，企画・実施・解析・

いたのに対し，非交通事故（転倒など）等による高齢

公表をすすめることが，きわめて重要ではないかと

者層での頻度が高くなる傾向であったという。この

思われた。

る疫学的解析

ような発生推移に照らし，わが国における今後の重
症頭部外傷の縦断的疫学研究について著者らは，方

〔 2 〕 TBI 疫学研究の実施における課題について

法論的な考え方や意義を，次のように整理してみた

重症の若年期 TBI の成人生存者の長期予後に関す

い。

る縦断的研究を科学的な方法論に基づき実施するた

まず，交通事故による重症の若年期 TBI による成

めには，主に次のような課題が考えられる。すなわ

人生存者の長期予後研究を方法論的に考えると，後

ち，① 定量的な観察指標を定義できるか，② 重症度

向きコホート研究を中心とする方法論の選択が妥当

以外の予後関与要因としてどのような要因を調べる

ということになるだろう。その場合，研究対象は，

のか，③ どのような情報源からどのようにして情報

受傷による健康影響の結果（＝後遺症や高次脳機能障

を収集するのか，④ 縦断的研究の実施にあたって必

害など）が既に発生している症例となり，それら個別

要な関係機関間の連携や調整をどのような組織体制

症例に対して，時間をさかのぼって受傷（＝On set）

で臨むか，といった現実的ないくつかの課題である。

や経過に関する情報を収集することになる。前向き

①については，診断基準に関わるいくつかの症状・

コホート研究のように結果の発生を待つ必要がない

所見，および予後因子として観察する重症度を含め

ため，観察に必要な時間を節約できる利点があるも

た諸々の項目など，すべての観察指標についてある

のの，その場合，
「Ⅱ 重症 TBI 症例の長期自然経過

程度明確な定義がなければ，疫学研究としては定量

に関する研究の概要」で報告したような症例が対象外

性に欠けた不十分な研究になる。②については，す

となるため，研究対象が「治療終了後，何等かの問題

でにいくつかの研究で指摘されている社会的環境要

を抱えている症例」に偏ってしまう可能性は念頭に置

因や患者本人の状況などについて，何を観察するの

くべきだろう。だが，もし治療終了後，医療機関等

か，あるいはそれらは客観的に観察可能なものか，

でフォローされずに経過している症例を何らかの方

といった点が問題となる。また，③については，具

法で把握できれば，
「コホート内患者対象研究」を行

体的にフォローアップが可能なコホートとしてどの

える可能性はある。

ような対象者をどの地域から選ぶかといった問題が

一方，非交通事故に起因する高齢者層の重症頭部

ある。さらに，これに関連して④については，具体

外傷については，前向きコホート研究を企画・実行

的な情報収集にあたって，医療機関やその他の関係

することが，重要と思われる。それらによって得ら

機関・組織間で密接な連携を持つ必要があるが，そ

れる疫学データは，治療後の機能回復や機能維持に

の調整等をどのようにして行うのかという問題があ
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Objective : To investigate the clinical characteristics of intracerebellar contusions (ICC), we retrospectively analyzed our
own cases of this traumatic brain injury.
Materials & Methods : From January 2004 to November
2012 we experienced 6 cases with ICC at our institution.
Frequency, patient's age, gender, the cause of injury,
absence or presence of skull fracture, co-existing lesions,
treatment and outcomes were reviewed.
Results : During the same period described above we
treated 391 patients with acute head trauma, thus frequency
of ICC accounted for 1.5%. The patient’ s ages ranged from
18 to 84 years with a mean age of 59.5 years. All patients
but one included in the study were women. The cause of
injury was traffic accidents in 4 patients, fall in 2. In each
instance the patient had received a direct blow on the back
of his ⁄ her head from coup injury. Skull fractures and coexisting supratentorial lesions were detected in all cases on
CT scan, namely cerebral contusions in 5, acute subdural
hematoma in 1, corpus callosum injury in 1. Three patients
were managed conservatively and other 3 patients were
managed surgically. In the surgically treated patients suboccipital craniectomies were performed in 2 patients and
bowth supratentorial and suboccipital craniectomies were
performed in 1. Outcomes at discharge were moderately
disabled in 5 and dead in 1.
Conclusions : Due to its rarity there has been limited experience in treating ICC at a single institution. Based on our
series of 6 cases and review of the literature the clinical
characteristics of this rare traumatic brain injury were
presented.

たがってその臨床的特徴を整理しまとめることは重

Ⅰ─────────────── はじめに ─

要と考え，文献的考察を加えて報告する。

外傷性後頭蓋窩脳損傷は天幕上の外傷性脳損傷に
比較し稀である 3,4,5,11,12,13,15,17）。そこで外傷性後頭蓋

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

窩脳損傷のうち，特に小脳挫傷に着目し，自験例を

対象期間および対象例は，2004 年 1 月から 2012

後方視的に調査し分析した。

年 11 月までに当施設で加療された小脳挫傷の 6 例で

本疾患の単独施設での経験例は少ないと思われ，し
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Table 1 Summary of 6 patients with intracerebellar contusions

Number Age ⁄ Sex

GCS
on
admission

Cause &
mechanism
of injury

Co-existing lesions

RTAon
rtfracture,
abicycleride ltfrontotemporoparietalaSDH

Treatment

Outcome

EvacuationofsupratentorialaSDH
ICPmonitoring,EVD
Evacuationofcerebellarcontusion
Decompressivesuboccipitalcraniectomy

MD

1

66 ⁄W

3

2

62 ⁄W

6

Falldownstairs

rtfracture,
ltfrontotemporalcontusion

Evacuationofcerebellarcontusion
EVD,suboccipitalcraniotomy

MD

3

61 ⁄W

11

Fallon
thesamelevel

rtfracture,
lttemporalcontusion

conservative

MD

4

18 ⁄W

13

RTAon
amotorcycle

rtfracture,rttemporalaEDH,
lttemporalcontusion,
corpuscallosuminjury

conservative

MD

5

66 ⁄W

14

RTAon
abicycleride

ltfracture,
ltaSDHofposteriorfossa
bilfrontalcontusion

conservative

MD

6

84 ⁄M

12 → 7

RTAas
apedestrian

rtfracture,
bilfrontalcontusion

Evacuationofcerebellarcontusion
EVD,suboccipitalcraniotomy
ltventriculoperitonealshunt

D

GCS:GlasgowComaScale,M:man,W:woman,RTA:RoadTrafficAccident,rt:right,lt:left,fracture:occipitalbonefracture,aSDH:
acuteSubduralHematoma,aEDH:acuteEpiduralHematoma,ICP:IntracranialPressure,EVD:ExternalVentricularDrainage,MD:
ModeratelyDisabled,D:Dead
ある（Table 1）
。これら 6 例の頻度・受傷時年齢・性

Table 2 Summary of patients with acute head trauma
treated at our institution during 2004 ～ 2012

別・受傷原因および受傷機転・骨折の有無・治療法・転
帰等を分析した。

Ⅲ─────────────── 結

Type of injury

Number of cases

1. Hematoma

果 ─

〔 1 〕頻度
Table 2 に同時期に経験した全外傷性急性頭蓋内損
傷（頭蓋骨骨折単独例を除く）391 例の内訳を示した。
対象 6 例はその約 1.5％（6 ⁄ 391）を占めた。また後頭

(includingcerebralcontusion,
intracerebralhematoma, subdural
hematoma,epidural hematoma)

340

2. Traumaticsubarachonoidhemorrhage

42

3. Diffuseaxonalinjury

9

Totalofcases

蓋窩外傷性急性頭蓋内損傷中の頻度としては，検討

391

期間中に硬膜外血腫を 3 例経験しており，合計 9 例
中 6 例（67％）と最大数であった（6 ⁄ 9）
。

あった。受傷機転は 6 例全例が後頭部打撲による直
撃損傷（coup injury）により発生していた。対側損傷

〔 2 〕受傷時年齢および性別

（contrecoup injury）による発生例は経験しなかった。

受傷時年齢は 18〜84 歳（平均 59.5 歳）で，男性 1
例，女性 5 例だった。

〔 4 〕骨折の有無および合併損傷
6 例全例に打撲部位直下の後頭骨骨折がみられた。

〔 3 〕受傷原因および受傷機転

さらに 6 例とも天幕上に何らかの合併損傷を有して

受傷原因は交通事故が 4 例，転倒・転落が 2 例で

いた。このうち症例 4 は脳梁損傷が，症例 5 は同側
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a

b

c

d

Fig.1
a, b : CT scan on admission showing acute subdural hematoma on the left frontoparietal region with a marked
midline shift (a) and no obvious lesion in the cerebellum (b).
c : CT scan obtained immediately after the 1 st operation showing newly appeared contusion at the right cerebellar
hemisphere.
d : CT scan obtained 20 hours after injury showing progressive enlargement of contused area causing compression
of the 4th ventricle and prepontine cistern.

dead（D）1 例で比較的良好であった。D の 1 例は慢

後頭蓋窩硬膜下血腫を合併していた。

性期に自力動作可能なレベルまで回復していたが，突

〔 5 〕治療法

然の心肺停止後永眠された。

保存療法が 3 例に，手術療法も 3 例に施行された。
保 存 療 法 の 3 例 は ， 来 院 時 Glasgow Coma Scale

Ⅳ────────────── 代表的症例 ─

（GCS）が平均 12 点で，その後も悪化せず経過した。
手術療法の 3 例は術前平均 GCS が 5 点で，CT 上第

代表的症例を呈示する。

4 脳室および脳幹周囲槽の変形・狭小化が顕著で血腫

症例：66 歳，女性（症例 1）

除去術が施行された。

経過：自転車走行中に停車中の車と接触し後頭部
を強打し，救急車で当院へ搬送された。来院時 GCS

〔 6 〕転帰

3 点で，CT では右後頭骨骨折および左前頭側頭頭頂

退院時の転帰は moderately disabled（MD）5 例，

部の急性硬膜下血腫がみられ，天幕上の中心構造物
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の著しい偏位がみられた（Fig.1-a）
。小脳損傷は不明

Table 3 Frequency of intracerebellar contusions (ICC)
in the representative papers

瞭であった（Fig.1-b）
。直ちに左前頭頭頂開頭血腫除
去術を施行した。術直後の CT では右小脳挫傷が出

Year

Total numbers of
acute head injury

Numbers of
ICC
（frequency）

1965

361

6（1.7％）

2. PozzatiEetal. 11） 1982

notmentioned

7

3. D'AvellaDetal. 4） 2001

3290

18（0.54％）

notmentioned

81

Author

現した（Fig.1-c）
。翌日，右小脳半球挫傷および浮腫
の増大，第 4 脳室，脳幹周囲槽の不明瞭化がみられ

1. WrightRL 17）

（Fig.1-d）
，後頭下開頭血腫除去および外減圧術を施
行した。術後は GCSE4V4M6 に改善した。8 週目に
水頭症に対し脳室腹腔短絡術施行後，18 週目にリハ
ビリ施設に MD で転院した。

4. D'Avellaetal. 5）

本例の小脳挫傷は，初回 CT では病変のみられな

2002

い部位に出現し，かつ経時的に増大した。

Ⅴ─────────────── 考

察 ─

脳天幕は強力な物理的 barrier となり得ること，天幕

小脳挫傷は，天幕上の外傷性頭蓋内損傷に比べ稀

切痕および大後頭孔はそれぞれ大脳底部および小脳

で，全外傷性急性頭蓋内損傷中に占める頻度は 0.54

扁桃の陥頓によりブロックされ，停留した髄液の緩

〜1.7％ 3,4,6,17）と報告され，自験例もこの範囲内であっ

衝作用が小脳を保護するというものである。

た（Table 3）。さらに後頭蓋窩外傷性頭蓋内損傷中に

また受傷機転とは異なるが，時間的推移により天

占める頻度に関しては，まとまった報告はなく自験

幕上と同様，遅発性脳挫傷が発生することもある 2）。

例においては 67％と最大数であった。年齢・性差に

自験例では代表例で示した症例 1 がこれにあたる。留

関しては，頭部外傷の受傷頻度の多い 30〜40 代およ

意すべきは初回 CT において異常がみられない部位に

び男性優位とされるが

も，後に小脳挫傷は発生しうるということである 9,14）。

4,5）
，自験例ではやや高齢女性

出現する症状は，頭蓋内圧亢進症状，意識障害，

に多くみられた。
受傷機転は，後頭部打撲による直撃損傷（coup

injury）が大多数を占める

小脳症状，脳幹症状など，後頭蓋窩占拠性病変一般

4,5,11,17）
。受傷原因と機序と

の症状と同様である 11）。特に意識障害に関しては，

を考察した D'Avella らの報告でも 5），最大の原因と

その存在の有無，出現時期，程度などは，後述する

して coup injury による fracture contusion を挙げて

手術適応や転帰にもよく相関する 5,9）。

いる。外後頭隆起直下の後頭骨上には厚い後頚筋が

治療法，特に手術適応に関しては病変の最大径が

数層に重なり，骨折をきたすには相当量の外力が必

3 cm 以上であることを挙げる報告がある 11）。また

要と推測される 12）。したがって，高エネルギー外傷

3 cm 以下の挫傷であっても，臨床的に GCS 12 点以

が多いものと予想されるが，注意すべきは転倒や低

下，CT 上第 4 脳室の圧排，脳幹周囲槽の変形，上

所よりの転落など低エネルギー外傷でも起こりうる

向性脳ヘルニア像など後頭蓋窩占拠性病変による脳

ことである。

幹圧迫徴候がみられれば直ちに後頭下開頭術を施行

一方，交通事故や高所よりの転落など高エネル

すべきである 2,3,5,9,13,14）。手術法に関しては，特発性

ギー外傷により後頭蓋窩に contrecoup injury が発生

（高血圧性）小脳出血が血腫除去術単独により減圧目

10）
。僅かにび漫性軸索損傷の一

的が達せられることが多いのに対し 7,8），外傷性の場

病変として中小脳脚や小脳中部上方に限局してみら

合広く挫傷・浮腫脳の除去による十分な内減圧および

することは稀である
れることがあるが

外減圧，脳室ドレナージも必要な場合が多い 5,11）。

1）
，実際には前頭部打撲による発

生例は極めて少なく，小脳挫傷の発生機序としては

転帰に関しては，多施設共同研究で 89 例を分析し

稀と思わる。この理由として Vrankovic ら 16）は，頭

た D'Avella らの検討によると 5），good recovery およ

部に対する前方から後方への外力においては，後頭

び MD の転帰良好例が 55.6％を占めた。さらに多変

蓋窩内容物は保護されうると推論した。すなわち小

量解析で，初診時 GCS 8 点以下，付随する天幕上病
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Blood coagulation monitoring
with thromboelastography
in different traumatic brain injury rat models

Introduction : Recent clinical studies failed to show efficacy
of recombinant factor (rFVIIa) and tranexamic acid in traumatic brain injury (TBI) treatment. This failure may be caused
by the pathophysiological diversity of TBI. Moreover, there
is still little information on the different coagulopathic
mechanisms underlying different type of TBI. The aim of
this study is thus to clarify the coagulopathic mechanisms
in different "pure" TBI rat models with thromboelastography (TEG), which can provide quick, simultaneous estimation of multiple coagulopathic mechanisms.
Materials and Methods : Sprague-Dawley rats (300 – 350 g)
were subjected to one of three different injuries: penetrating
ballistic brain injury (PBBI), lateral fluid percussion injury
(FPI), and acute subdural hematoma (ASDH). In each TBI
model, non-heparinized blood samples were collected at
different time points (PreTBI, 2.5 h, 24 h, 7 days after TBI).
TEG parameters were compared among the three TBI
models, and at different time points.
Results : In the early phase (2.5 h) after injury, K-value,
which indicates impairment of fibrinogenesis, was significantly higher in ASDH than in FPI (p<0.01). Moreover, MA
(Maximal amplitude) and G value, which indicate the
strength of platelet-fibrin interaction, were significantly
lower in ASDH than FPI (p<0.05, respectively). Moreover,
the Coagulation Index (CI), which indicates overall status
of coagulation was the lowest in ASDH. Blood coagulation
profiles of PBBI were similar to ASDH, although less severe.
On the other hand, the peak of coagulopathy in FPI existed
on later phase (24 h) after injury, and continued by the 7th
day.
Conclusion : Our study clarified 1) The presence of acutesevere coagulopathy in ASDH, 2) gradually worsening
coagulopathy in FPI, 3) acute-milder coagulopathy in PBBI.
The pathophysiology and severity of coagulopathy was
specific to the type of injury and the duration after injury.
These results warrant a future clinical study to profile the
coagulation disorders after TBI, and possibly of "TEG
derived" treatment for coagulation disorder in TBI.
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すなわち，異なる病型の患者に対して，あるいは同

Ⅰ─────────────── はじめに ─

一患者でも，時間経過に応じて，的確に凝固機能をモ

外傷患者，特に頭部外傷患者は，脳組織自体が組織

ニタリングし，その患者が今，凝固障害にあるか，過

因子（Tissue factor, 以下 TF）を多く含むこと，あるい

線溶状態にあるか，血小板機能障害にあるか，あるい

は低体温，低血圧や蘇生に伴う希釈性凝固障害を伴う

は過凝固状態にあるのかを的確に判断しながら，それ

ことが多く，血液凝固障害を合併する割合が高いとい

ぞれに見合った治療を施行することが重要と思われ

1）
。最近のメタアナリシスでは，入院を要

る。しかし，病型毎の凝固メカニズムの差異は依然明

する頭部外傷患者の 32.7％（10％〜97.3％）に血液凝固

らかでなく，また同一患者でもどのように凝固能が経

機能障害を認めることが明らかとなっている

時的に変化していくか，依然不明な点が多い。

われている

2）
。

血液凝固機能障害による出血性病変の増悪は，頭

近年の検査技術の革新により，短時間かつ包括的

蓋内圧（Intracranial pressure; ICP）をさらに上昇さ

に血液凝固機能を把握する検査として，

せ，脳灌流圧（Cerebral perfusion pressure; CPP）と

Thromboelastography（TEG）が注目されている。米

脳血流量（Cerebral blood flow; CBF）を低下させるこ

国でもこれを使用した外傷診療の試みが始まってい

とで，続発する脳虚血により二次的脳損傷を悪化さ

るが，依然，頭部外傷分野での基礎実験，臨床応用

せ る 因 子 と な る 3,4,5）。ま た ，過 凝 固 状 態 も micro-

の報告は少ない。

circulation の障害により，さらなる脳虚血を引き起

この研究の目標は，凝固線溶機能，血小板機能を

こすことで患者転帰を悪化させる。したがって，頭

同時に診断しうる TEG を用いて異なる頭部外傷モデ

部外傷患者における血液凝固のバランスを的確に把

ル（びまん性損傷，局所性損傷，穿通性弾丸損傷）の

握し，さらなる出血性・虚血性病変の悪化を予防す

凝固線溶機能を測定し，凝固機能の差異や変化を同

ることが頭部外傷患者の二次的脳損傷回避，さらに

定できるか検討することにある。また，それぞれの

は転帰の改善につながると考えられる。

ラットモデルにおける神経組織障害の程度と比較し，

近年の CRASH-2 研究において，外傷患者へのト

臨床応用への可能性を検討することにある。

ラネキサム酸投与が死亡率を低下させることが示さ
れた 6）。しかし，残念ながら頭部外傷患者に限って
はその恩恵を享受できなかった 7）。また，遺伝子組
み換え第 7 因子（rFVIIa）が出血性疾患の治療薬とし

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
〔 1 〕実験動物の取り扱い

Sprague-Dawley ラ ッ ト （雄 300〜 350 g， Harlan

て認知されているものの，頭部外傷に関しては，依
然，その臨床的有効性が証明されていない 8）。

Laboratories, Indianapolis, IN, USA）（頭部外傷各モ

これら 2 つの薬剤での臨床研究においてよい結果

デルにつき 7 匹）を用いた。12 時間ごとの明暗室管

が得られていないのは，頭部外傷の病態の多様性が

理をし，自由に飲食ができるよう管理した。すべて

一つの要因と思われる。すなわち同じ重症度，たと

のラットに 14F チューブを用いた気管挿管および人

えば Glasgow Coma Scale（GCS）8 以下の重症頭部外

工呼吸管理，P50 チューブを用いた Tail artery cannu-

傷患者のなかにも，異なる病態生理を持つ頭部外傷

lation を行った。ラット体温はヒーティングパッド

が病型として含まれる。横田らの報告にもあるよう

（Harvard Apparatus, South Natick, MA, USA）で管理

に，Diffuse injury と Focal Injury では血管内皮障害

し，直腸温で 37℃を維持した。前処置，手術を含め

と血管脆弱性の程度が異なり，これが DTICH の発

2％〜3％イソフルラン（AttaneTM, Piramal Critical Care

生頻度に影響している記載もある 9）。

Inc., PA, USA），70％一酸化窒素および 30％酸素の

しかし，従来の臨床研究ではこれらを重症頭部外

混合気体を吸入させ麻酔した。以下すべての動物実

傷としてすべて対象に含め，画一的に治療している。

験は米国 National Institute of Health（NIH）のガイド

凝固不全から過凝固状態に移行しつつある患者に，

ラインに準拠しており，マイアミ大学動物実験委員

誤ったタイミングで凝固因子や抗線溶薬を投与して

会 （ Institutional Animal Care and Use Committee;

いた可能性もある。

IACUC）の承認を得ている。
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コネクター（18 G 針のプラスチックコネクター部分
にて作成）をデンタルセメントで頭蓋骨に固定した。

24 時間後，全身麻酔下に 1.9〜2.1 atm の水圧をコネ
クターを介してラット頭蓋内に加圧し，損傷を作成
した。

〔 4 〕ラット急性硬膜下血腫（Acute Subdural

Hematoma; ASDH）モデル
従来報告されている我々の施設での作成方法を用
いた 12,13）。ラット頭皮を正中切開ののち，bregma の

3 mm 後方，2 mm 側方に，直径 3 mm の burrhole を
作成した。顕微鏡下に硬膜を横切開し 23 ゲージの鈍

Fig.1 Schematic representation of burrhole (A) for PBBI
probe insertion (B).
A burrhole was made on the dorsal surface of the skull.
PBBI probe was inserted through the cranial window (A)
along the axis (angled 50°degrees from the vertical axis and
25° counter-clockwise from the midline). The ballistic component of the injury was induced by a rapid (< 40 ms) water
pressure pulse designed to fill the elastic tubing on the
inserted end of the probe to form an elliptical-shaped balloon
calibrated to equal 10% (6.33 mm diameter) of total rat brain
volume (B).

針を硬膜下に留置した。シアノアクリレートにて固
定，burrhole を密閉ののち，Tail artery より採取した
ラット自己血 350 µl を 7 分間かけ，シリンジポンプ
にて注入し（50 µl/min）血腫を作成した。注入後，鈍
針を切断したうえで頭皮を縫合し終了した。

〔 5 〕採血のタイミングと TEG の測定法
正確な凝固機能測定のため，P50 チューブはヘパリ
ン化しないで維持した。血球の機械的損傷を避けるた

〔 2 〕ラット銃創（Penetrating Ballistic Brain

め，Tail artery に挿入したカテーテルよりの自然滴下

Injury ; PBBI）モデル

にて受傷前（損傷のおよそ 30 分前）および受傷後 2.5
時間，24 時間の採血を行った（FPI モデル，ASDH モ

ラットは定位固定装置（Kopf, Tujunga, CA, USA）
に固定した。頭部正中を矢状切開し頭蓋骨を露出し

デルについては 7 日後も採血した）
。4％クエン酸塩

た。右前頭部（Bregma より 4 mm 前方，2 mm 右側

0.05 ml 添 加 チ ュ ー ブ （VACUATTETM, Greiner Bio-

方，Fig.1-A）に Burrhole を作成し，先端にバルーン

One North America Inc., NC, USA）にラット血液を

のついた PBBI プローブ（Fig.1-B）を垂直より 50°，

0.5 ml 採取し，測定前の凝固を予防した。340 µl の血

正 中 よ り 25° の 角 度 で 脳 表 よ り 12 mm 挿 入 し た 。

液を TEG カップ（0.2 M 塩化カルシウム 20 µl 添加）

Dragonfly Variable Pressure Waveform Generator

に 注 入 し TEG 5000 thromboelastograph hemostasis

（model no. HPD-1700 ; Dragonfly Inc., WV, USA）に

analyzer（Haemoscope; Haemonetics Corporation, MA,

て短時間（40 ms）に，バルーンに水圧を加え（120

USA）にて測定した。以下のすべての TEG パラメー

PSI），ラット脳容積の 10％の挫傷腔（Cavitation）を

タを測定した：Reaction time（R, min）
，Coagulation

1 cm 長，直径 6.33 mm のバルー

time（K, min），angle（α, degrees），Maximum ampli-

作成した

10）
。これは

tude（MA, mm），Clot strength（G, dyn/cm2）。また，

ンの容積に相当するものである。

凝固機能の総合的指標として Coagulation Index（CI）

〔 3 〕ラット Fluid Percussion Injury（FPI）モデル

を算出した。また血小板数，ヘモグロビン数や血液

傍矢状（parasaggital）FPI の作成については過去の

ガスデータ（pH, PaO2, PaCO2）を測定し，各病型毎

我々の施設での方法に準じている

11）
。FPI

損傷を加

の生理学的変化を比較した。以上の採血法，測定法

える 24 時間前，イソフルラン 3％の全身麻酔下に直

については Wohlauer らの方法に準拠している 14）。

径 4.8 mm の Burrhole を作成し（Bregma より 3.8 mm

Fig.2 にトレースの参考例を，Table 1 に各パラメー

後方，2.5 mm 側方）硬膜を露出，プラスチック製の

タの臨床的意義と計算法を示す。
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Table 1 TEG parameters and clinical interpretation

Instrumentation

TEG

Clottime
(periodto2 mmamplitude)

R

Initiationphaseofenzymaticfactoractivity.

Periodfrom2 to20 mm
amplitude

K

Potentiation phase of enzymatic factors yielding clot
strengthening.  This Represent the thrombin cleavage of
fibrinogenintofibrin.

Alphaangle

Clinical meanings

α

(slopebetweenRandK)

Rateofclotstrengtheningthroughpolymerizationofavailablefibrinogen.Thisalsorepresentthethrombincleavage
offibrinogenintofibrin.

MA

Functional contribution to clot strength through GP IIbIIIareceptorinteractionwithfibrin.

Clotstrength

G

Overall total clot strength resulting from all coagulation
interactions,calculatedfromamplitude(A),G=(5000 × A)
⁄(100 × A).
The process of clot dissolution or fibrinolysis, leads to a
decrease.

Overallcoagulationstatus
(CoagulationIndex)

CI

CIislinearcombinationofR,K,MAandα.
CI ＝− 0.1227R +0.0092K+0.1655MA − 0.0241α− 5.0220

MaximumAmplitude

Fig.2 Example of TEG tracing.
Please also see Table 1 for these parameters' clinical meanings and definitions.

Fig.3 Representative images of FJB staining in PBBI rat
histology.

〔 6 〕 Fluoro-Jade B 染色における神経細胞変性の

A : Lower magnification with fluorescent microscope (10×).
A dotted circle indicates the injury core of PBBI. A Solidlined rectangle showed the place of higher magnification,
as is presented as B. B: Higher magnification (40×). White
dots (originally, green on color pictures) showed the degenerating neurons. C : Highest magnification with 63×. degenerating neurons can be distinguished by the white (green)
color and the shape of neuron.

評価
各ラットモデルにおける，外傷の与える神経細胞
障害の程度を比較するため，各損傷モデル群ラット
を用い顕微鏡学的に評価した。以下の如く従来の方
法を用いた 12）。受傷後 2.5 時間後にラット（各 5 匹）
を 3％イソフルラン，70％ N2O，30％酸素の混合ガ
スで 5 分間で麻酔後，経心室的に 4％パラホルムア

0.06％過マンガン酸カリウムにて 10 分間 incubate

ルデヒド（360 ml）で固定し，ラット脳を摘出し，パ

し，30 分間 Fluoro Jade B（FJB）溶液（EMD Millpore,

ラフィン包埋ののち 20 µm で切片を作成した。これ

MA, USA）と反応させ染色した。StereoInvestigator

らを 50℃で乾燥させ 100％エタノールで 3 分，70％

7.50.1 software（MicroBrightField, Inc.）を用い，大脳

エタノールで 1 分洗浄し脱パラフィン化したのち，

半球の全スライス（Bregma −2.2 mm〜5.8 mm，計 9
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Table 2 Physiological variables in experimental time course
Parameter

Mean arterial
Pressure
(mmHg)

Body
Temperature
(°)

Body Weight
(g)

pH

PaO2
(mmHg)

PaCO2
(mmHg)

Hemoglobin
(g/dl)

Platelet
(×104/micl)

Injury
Type

Time After Injury（Hours）
− 0.5

0

1.0

2.0

2.5

PBBI

110.6 ± 11.3

102.1 ± 28.8

113.3 ± 6.8

116.5 ± 12.6

106.1 ± 7.6

FPI

109.8 ± 6.7

101.3 ± 15.3†

106.5 ± 19.7

109.9 ± 13.9

104.7 ± 4.7

ASDH

112.7 ± 15.6

122.3 ± 17.9†

110.7 ± 14.8

116.5 ± 12.6

113.0 ± 13.2

PBBI

37.0 ± 0.4

37.1 ± 0.4

37.2 ± 0.4

37.0 ± 0.5

36.7 ± 0.5

FPI

36.9 ± 0.4

36.7 ± 0.3

36.8 ± 0.4

36.9 ± 0.4

36.7 ± 0.4

ASDH

36.8 ± 0.4

37.0 ± 0.3

37.0 ± 0.2

36.8 ± 0.3

36.8 ± 0.4

PBBI

340 ± 31

326 ± 28

FPI

343 ± 29

331 ± 29

ASDH

333 ± 28

322 ± 30

PBBI

7.422 ± 0.033

7.437 ± 0.030

7.398 ± 0.035†

FPI

7.430 ± 0.036

7.436 ± 0.032

7.413 ± 0.030

ASDH

7.455 ± 0.052

7.457 ± 0.046

7.432 ± 0.031†

PBBI

116.7 ± 14.3

123.3 ± 21.4

110.3 ± 16.1

FPI

128.3 ± 13.4

125.9 ± 23.3

111.8 ± 13.5

ASDH

126.7 ± 12.8

129.4 ± 12.8

113.7 ± 12.9

PBBI

40.6 ± 1.5

39.8 ± 3.8

44.3 ± 4.7†

FPI

39.9 ± 1.7

38.5 ± 3.6

42.9 ± 4.8

ASDH

38.5 ± 1.4

39.2 ± 3.6

41.5 ± 5.2†

PBBI

14.1 ± 0.5

13.3 ± 1.1

12.9 ± 1.1

FPI

14.5 ± 0.6

13.5 ± 0.9

13.3 ± 0.8

ASDH

14.0 ± 0.6

12.8 ± 1.1

12.8 ± 0.9

PBBI

93.9 ± 3.5

86.2 ± 23.9

FPI

91.7 ± 13.2

76.5 ± 18.1

ASDH

86.1 ± 6.7

71.2 ± 18.6

24

Abbreviation:PBBI;Penetratingballisticbraininjury,FPI;Fluidpercussioninjury,ASDH;Acutesubduralhematoma
Allpresentingdataisexpressedasmean±SD,†:p<0.05 ANOVAwithFisher'sexactpost-hoc test.
スライス）の全脳における FJB 陽性細胞をカウント

Dunn's multiple comparison test を post-hoc テ ス ト

した。Fig.3 に PBBI における FJB 染色像を代表例

として用いた。p<0.05 を有意差ありとした。統計処

として示す。

理 に は GraphPad Prism 6（ GraphPad software, Inc.,

CA, USA）および Stat View Version 5.0（SAS Institute,

〔 7 〕統計学的手法

Inc., CA, USA）を使用した。

パラメトリックデータに対しては，データ記述を

Mean ± SD とし，群比較に ANOVA と Fisher's test
を post-hoc テストとして用いた。また，ノンパラ
メットリックデータに対してはデータ記述を Mean ±

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕各外傷モデルの生理学的データ・血算の比較

SEM あるいは Median（interquartile range; IQR）と

各外傷モデルにおける，受傷後 2.5 時間までの生

し，群間比較に Kruskal-Wallis test を用いた。また

理学的データを Table 2 に示す。受傷直後の血圧は



神経外傷 Vol.36 2013

Fig.4 Density of degenerating neurons (white dots) in different types of injury.
A, B, C: Representative pictures of distribution in acute subdural hematoma (A :
Bregma –4.3 mm), fluid percussion injury (B: Bregma –1.72 mm) and penetrating ballistic
brain injury (C: Bregma –0.48 mm). D : Number of degenerating neurons in each type of
injury (Mean±SEM). Asterisk, p<0.01, p<0.0001, with Kruskal-Wallis test and Dunn's
multiple comparison post-hoc test. Abbreviation: ASDH; subdural hematoma, FPI; fluid
percussion injury, PBBI; penetrating ballistic brain injury.

FPI 群と ASDH 群で有意差を認めた（FPI 群 101.3 ±

263,990 ± 26,542, PBBI; 160,624 ± 23,755, FPI;

15.3 mmHg，ASDH 群 122.3 ± 17.9 mmHg）がそれ以

23,270 ± 4,867, ASDH vs. FPI; p<0.0001, PBBI vs.

降は 3 群間での血圧の相違はみられなかった。pH お

FPI; p<0.01）。FPI 群における FJB 陽性細胞は最も少

よ び PaCO2 は 受 傷 後 2.5 時 間 で PBBI 群 と ASDH

なく，重症びまん性脳損傷のモデルとされる 1.9〜

群に有意差がみられたものの，その他のデータの差

2.1 atm の Fluid percussion model でも，受傷後早期

異はみられなかった。ヘモグロビン濃度は受傷後 1

の神経細胞障害はその他の外傷モデルより軽微であ

時間での ASDH 群がほかの群に比して低い傾向を示

ることが明らかとなった（Fig.4-B, D）
。

したものの（12.8 ± 1.1 g/dl）有意差はなかった。経過
中重篤な低血圧，低酸素，アシドーシスをきたした

〔 3 〕受傷後早期における TEG パラメータの比較
受傷後早期（2.5 時間後）の TEG パラメータの 3 群

症例はみられなかった。血小板数は受傷前と受傷後

24 時間後に算定しているが，3 群とも一様に血小板

間の比較を Fig.5 に示す。

数の低下を示したものの有意差はみられなかった。損

すべての群の受傷前データを合わせ Baseline とし

傷前後（受傷前，受傷 24 時間後）のラット体重は各損

て含めた検討では，酵素凝固障害を示す R 値が損傷

傷モデル群で一様に減少しているが，モデル間の有

早期に PBBI 群，ASDH 群で高値を示した〔median
（IQR）
：Baseline; 3.（
5 2.6〜4.3）
，PBBI; 4.（
3 3.8〜4.7）
，

意差はみられなかった。

FPI; 2.8（2.3〜5.2），ASDH; 6.4（5.3〜11.7），Baseline

〔 2 〕各外傷モデルにおける神経細胞変性の差異

vs. ASDH; p<0.01，FPI vs. ASDH; p<0.01，Fig.5-A〕。

各 外 傷 モ デ ル に お け る FJB 陽 性 細 胞 の 比 較 を

またフィブリン生成過程の障害を示す K 値は PBBI，

Fig.4 に 示 す 。こ れ ら 3 つ の 外 傷 モ デ ル に お い て

ASDH 群で有意に高かった〔K 値：Baseline; 1.0（0.8

ASDH 群が最も多くの神経細胞変性を認め（Fig.4-A,

〜 1.3）
，PBBI; 1.9（1.1〜 2.1）
，FPI; 0.8（0.8〜 1.0），

D），ラット脳に対する神経細胞障害の程度が最も大

ASDH; 4.5（3.8〜7.5），Baseline vs. ASDH; p<0.01，

きいことが明らかとなった（Mean ± SEM: ASDH;

PBBI vs. FPI; p<0.01，FPI vs. ASDH; p<0.0001，Fig.5-



神経外傷 Vol.36 2013

Fig.5 Difference of TEG parameters among different injury models.
ASDH group showed significant impairment in enzymatic coagulation (A), thrombin cleavage of fibrinogen
into fibrin (B, C), clot strength (D, E) and overall coagulation status (F), after 2.5 h of injury induction. p<0.05
p<0.01, p<0.001, p<0.0001, with Kruskal-Wallis test and Dunn's multiple comparison post-hoc test.

B〕。同様にフィブリン生成過程を示す α 値は PBBI
群 ， ASDH 群 で 低 値 を 示 し た （Fig.5-C）〔 α 値 ：

〔 4 〕 FPI 群，ASDH 群における凝固機能障害の
時間的差異

Baseline; 75.3（71.5〜78.4），PBBI; 70.0（67.8〜72.0）,
FPI ; 79.0（75.4〜 80.0），ASDH; 62.0（22.0〜 68.8），

前述の如く，FPI 群と ASDH 群において受傷後早

Baseline vs. ASDH; p<0.05， PBBI vs. FPI; p<0.01，

期にすべての TEG パラメータにおいて有意差を認め

FPI vs. ASDH ; p<0.001）〕。

たため，我々は，特にこれら 2 つのモデルに注目し，

血 小 板 − フ ィ ブ リ ン 相 互 作 用 を 示 す MA 値 は

時間的な TEG パラメータの変化を比較した（Fig.6,

Baseline 群および FPI 群に比して ASDH 群では有

Fig.7）
。FPI が損傷後 24 h に R 値，K 値，α 値のダ

意に低値であった（Fig.5-D）
〔Baseline; 64.1（61.1〜

イナミックな変化を認めた一方，ASDH 群は 2.5 h

65.6）
mm，PBBI; 60.（
4 55.2〜60.7）
mm，FPI; 64.（
6 58.0

が酵素凝固障害，フィブリン生成障害のピークで

〜66.9）mm，ASDH; 50.5（41.9〜58.5）mm，Baseline

あった（Fig.6）
。また，どちらの外傷モデルも受傷後

vs. ASDH，FPI vs. ASDH，ともに p<0.05〕。また血餅

7 日目には，軽度の過凝固状態にあることが明らか

の強度を示す G 値も有意に ASDH 群で低値であっ

となった（Fig.7-C, F）
。

た（Fig.5-E）
〔Control;

8931（7857〜9549）Dyn/cm2，

PBBI ; 7621（6625〜9310）Dyn/cm2，FPI：8690（6449
〜10062）
Dyn/cm2，ASDH; 5099（3694〜7085）Dyn/cm2，

Baseline vs.ASDH; p<0.01, FPI vs.ASDH; p<0.05〕。

Ⅳ─────────────── 考

察 ─

〔 1 〕異なる頭部外傷モデルにおける早期血液凝固
機能の差異

総合的な凝固能を示す Coagulation Index（CI）値は

ASDH 群で有意に低かった（Fig.5-F）〔Baseline; 2.8

今回の我々の検討では，局所性頭部外傷のモデル

（2.3〜3.1），PBBI; 2.2（1.6〜2.4）
，FPI; 3.1（2.2〜3.4）
，

である ASDH 群は，他の外傷モデル群と比して早期

ASDH ; 0.1（−1.1〜2.2），Baseline vs. ASDH，FPI vs.

より血液凝固機能に影響をうけることが明らかと

ASDH，ともに p<0.05〕。

なった。具体的には，ASDH による脳損傷は，内因
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Fig.6 TEG values (R, K, and angle) in different time points in FPI and ASDH rat models.
In acute subdural hematoma (ASDH) rat model, the peaks of dysfunction on enzymatic coagulation (D) and
fibrinogen generation (E, F) were around 2.5 h after injury, whereas, that of fluid percussion injury (FPI) rat
model, was in 24 h after injury (A, B, and C). p<0.05, p<0.01, p<0.001, with Kruskal-Wallis test and
Dunn's multiple comparison post-hoc test.

Fig.7 TEG values (MA, G and CI) in different time points in FPI and ASDH rat models.
The value of blood coagulation status (CI) in each injury group was significantly higher in 7 days after injury
than that of baseline (Pre TBI) (C and F). p<0.05, p<0.01, p<0.001, with Kruskal-Wallis test and Dunn's
multiple comparison post-hoc test.
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性，外因性を含む酵素凝固機能の障害と，さらには

差異を示した報告は少ない。Talving らの 436 例の重

フィブリン生成障害やグリコプロテインを介した血

症頭部外傷による報告（392 例が鈍的，44 例が穿通性

小板−フィブリン相互作用障害にも影響を及ぼすこと

外傷）では，鈍的頭部外傷の 33％に，穿通性外傷の

が明らかとなった。また PBBI 群も ASDH 群と同様

55％に血液凝固障害を認め，穿通性外傷のほうが

の早期血液凝固障害パターンを示したものの，障害

GCS，平均の頭部 AIS が高かったことから，外傷の

の程度は ASDH 群に比して軽度であった。

解剖学的重症度が関与している可能性を示唆してい

一方，FPI 群においては，他の 2 つの外傷モデル

る 22）。私 た ち の PBBI 群 と ASDH 群 の 比 較 で は ，

に比して早期の凝固障害は少ないことが明らかに

ASDH 群のほうが，より凝固機能障害が顕著であっ

なった。特に，ASDH 群と FPI 群との各 TEG パラ

たが，前述のごとく神経細胞障害の差異自体がこれ

メータとの比較では，すべての凝固パラメータにお

らの差異を生み出した可能性が高かった。これを確

いて有意差を認め，外傷のメカニズムによって，血

かめるには，PBBI 群のバルーンの容積，あるいは

液凝固機能も大きく異なることが明らかとなった。

ASDH の血腫量を変化させ，TEG 値の変化が損傷の

頭部外傷における凝固機能障害のメカニズムは複

大きさに比例し，どのように変化するかを確認する

雑で，いまだ不明な点が多い。

過程も必要と思われた。

頭部外傷における血液凝固障害の病態生理は，大き

今回の凝固データでは，酵素凝固機能の障害のみ

く凝固障害（coagulopathy）
，過線溶（hyperfibrinoly-

ならず，フィブリン相互作用を示す K 値，α 値や，

sis），血小板機能障害（platelets dysfunction）に大別さ

血小板凝集機能を示す G，MA 値も病型毎により大

れるが，これらが相互に関連し複雑な病態を呈する。

きな差がみられることが明らかとなった。特に G，

即ち，外傷性出血に伴う希釈性凝固障害，脳組織から

MA 値の変化では，血小板数自体に差異がみられな

の組織因子（ Tissue Factor ）放出による凝固線溶障

かったことから，異なる外傷のタイプにおける血小

害

15）
，外傷性ショックに伴うプロテイン

板機能異常の差異の可能性も示している。

化

16,17）
，外傷後に生じる血小板機能障害 18,19,20）などが

C の活性

Nekludov らは頭部外傷患者と他の ICU 入院患者，

起こるとされる。一方，従来より外傷後の血液凝固障

アルコール依存症患者の凝固プロファイルを TEG に

害の一因として強調されてきた低体温，大量輸液に伴

て比較している。頭部外傷症例では血小板二次凝集

う希釈性凝固障害，アシドーシスなどはあまり関与し

反応におけるアラキドン酸カスケードでの反応低下

ないとの報告がある 16,17）。

を示したことから，頭部外傷は COX1 阻害のアスピ

今回の私たちの結果では，経過中の低血圧や低酸

リン同様の血小板機能阻害作用を生じると結論して

素状態はなく，またヘモグロビン値，血小板数も外

いる 19）。

傷モデルの三群差で有意差を認めなかった。むしろ，

また，ブタ Cortical impact model モデルにおいて，

強い凝固機能異常を認めた ASDH 群で，頭蓋内圧亢

ADP 添加による血小板凝集機能をコントロールと比

進を反映したと考えられる血圧上昇を認めた（Table

較した実験では，有意に外傷群で血小板機能異常を

2）。また実際に脳神経損傷を FJB 染色で定量した値

認めた報告もある 23）。したがって，頭部外傷はサイ

を比較すると，ASDH 群で最も神経細胞障害の程度

クリック AMP 経路障害をも惹起するようである。

が強かった（Fig.4）
。これらから，頭部外傷後の血液

我々の実験における 3 つの異なる外傷モデルが血小

凝固障害は主に低血圧や低酸素より，脳組織損傷自

板凝集機能にどのような影響を及ぼしているかは依

体に大きく影響を受けている可能性が推測された。こ

然不明瞭である。また過去にも病態生理の差異と血

れには，意識障害（Glasgow Coma Scale）や AIS に

小板機能を差異を明確にした報告はない。今後さら

よる解剖学的重症度が血液凝固障害の独立予測因子

に追及すべき課題といえる。

であるという臨床的報告もあり

21）
，組織損傷の大き

さと血液凝固障害の程度が関連しているという，私

〔 2 〕凝固能障害の時間的変化
時間的な凝固能の比較では，FPI 群と ASDH 群で

たちの基礎実験の結果とも一致している。
急性期における頭部外傷の病型と血液凝固障害の

大きな差異を示した。即ち，ASDH 群が受傷後早期
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に凝固機能異常がピークを認めるのに対し，FPI 群

BBB の機能回復のタイミングについては少ないなが

では 24 時間後にそのピークがみられた。FJB 染色の

らいくつかの報告がある。

結果からも示すように，ASDH 群が受傷後早期に凝

FPI ラットモデルにおける局所的な BBB 機能障害

固障害を示すのは，FPI に比して ASDH 群の神経組

は受傷後より 72 時間持続したという Tanno らの報

織損傷の程度が大きいことがひとつの原因として考

告 29,30）がある。また Okauchi らの ASDH モデルに

えられるが，FPI 群で遅発性に凝固機能が悪化する

おける評価では，受傷後 6 時間に Evance Blue 漏出

ことは解釈に難渋する。一つの推測として考えられ

のピークを認め，受傷後 24 時間でその低下を認めて

るのが，FPI に多くみられる続発性組織損傷，すな

いる。また同様に PBBI モデルに Evance Blue を用

わち secondary axonotomy のメカニズムである。FPI

いた検討を加えた Shear らの報告では，BBB の透過

受傷後に 24〜48 時間経過後に，細胞内カルシウムの

性上昇は受傷後 4 時間にピークを認めるも 24 時間後

上昇を介した軸索輸送障害を伴う二次的な軸索断裂

に回復し，再度 72 時間後に漏出のピークを認めると

FPI における

いう。このように頭部外傷の BBB 障害とその回復

神経損傷は，進行する軸索損傷に伴い放出した細胞

の過程も，外傷の種類により大きく異なり，これら

骨格フラグメントや microparticle がさらなる凝固凝

が凝固機能の時間的変化にも影響を及ぼしている可

固障害を惹起した可能性が考えられる。

能性がある。

が起こることが知られている

24）
。即ち

また，近年では Diffuse brain injury 後の頭蓋内圧
亢進の遷延が遅発性神経細胞障害を惹起するとの報

〔 3 〕頭 部 外 傷 に お け る TEG を 指 標 に し た Goal

Direct Therapy ─その実現可能性

告もあり 25），損傷モデルにおける遅発性神経細胞障
害のタイミングの差異が凝固能の差異に反映した可

従来の凝固機能検査，いわゆる Conventional co-

能性も考えられる。

agulation tests（CCT）は，PT や aPTT を中心とした

今回は各損傷モデル群において，受傷後 2.5 時間後

酵素凝固機能の測定や血小板数測定，あるいは FDP

の早期のみ，FJB 染色を行い陽性細胞の比較を行っ

や D-Dimer のような線溶に伴い上昇する検査値をそ

たが，上記の如くの遅発性神経細胞の差異も確認す

れぞれ個々に測定するものであった。また CCT は，

るべく，受傷後 24 時間以降での神経細胞変性も定量

凝固機能と線溶機能のバランスや，凝固不全と過凝

化し，これらも比較する必要性があると思われた。

固のバランスを評価することが困難であった。さら

凝固能の時間的変化に影響を与える因子としても

に CCT は，すべての結果が揃うまでに検査時間を要

う一つ考慮しなければならない因子として血液脳関

するため，迅速かつ総合的な凝固機能の評価が難し

門（Blood-Brain Barrier，以下 BBB）機能の時間的変

かった。CCT で得られた検査値と治療転帰の関連性

化が挙げられる。Franschman らは 218 例の前向き研

が乏しいことも，従来より指摘されている 31）。

究において早期血液凝固障害を全体の 34％に認め，そ

一方 TEG は Hartert が 1948 年にその原理を発明

のうち ASDH は急性期から持続する凝固機能障害を

したのち，その測定効率の向上から 1980 年代より普

認める一方，遅発性の血液凝固障害は頭蓋内圧亢進

及が進み，心臓手術や肝移植，腹部血管手術など，

が持続した症例に多く認められたと報告している

頻回，迅速な血液凝固の監視が必要となる状況での

26）
。

彼らは，これら 2 つの病型における凝固障害発症の

有効性が報告されてきた 32,33,34,35）。近年ではその迅

タイミングの違いとして，損傷組織から全身循環に

速性から一般外傷や熱傷患者においてもその有用性

TF が移行するピーク，すなわち病態における BBB

が報告されている 36,37,38,39）。特に外傷の分野では，

の透過性の差異があるためではないかとしている。

大量輸血を必要とする患者において，TEG パラメー

BBB の障害の程度が凝固障害の時間的変化に関与し

タを輸血治療の指標にした Goal directed therapy と

27,28）
，単純な組織損傷

従来の治療を比較し，前者が有効であったとする報

ているとのほかの報告もあり

告が散見される 38,39,40）。

の程度の差異のみが，病型毎の凝固障害のタイミン

頭部外傷に関する TEG モニタリングの有用性に関

グを規定するのではないことが示唆される。
今回私たちの使用した 3 つの外傷モデルにおける

する報告は依然少ない。Kunio らの頭部外傷 69 例の
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急性硬膜下血腫の

The evaluation of the risk factors
in post-operative brain edema
in acute subdural hematoma:
Could the patients on hemodialysis
be a higher risk group ?

術後脳浮腫に関連する因子の検討：
透析患者はハイリスク群となるか？

尾崎 充宣

MITSUNORI OZAKI, HIROHIKO NAKAMURA

中村 博彦

Department of Neurosurgery, Nakamura Memorial Hospital

Background and Purpose : The risk factors in post-operative
brain edema in acute subdural hematoma have not been
understood clearly. After evacuating masses, the indication
of decompressive craniotomy (DC) is determined by the
surgeons, based on the pre- and intra-operative condition.
For suitable indications for DC, we evaluated the risk
factors of post-operative brain edema in our surgical cases
including hemodialysis patients.
Method and Patients: Thirty four acute subdural patients’
age, sex, Glasgow coma scale (GCS) scores in pre-operation
and the presence of hemodialysis were checked retrospectively. Post-operative brain edema was evaluated in computed tomography (CT). Univariate and multivariate analysis were underwent in SPSS.
Results : The average age was 77.0 years old in 34 patients
(male 17, female 17). Twenty patients were in GCS score in
pre-operation 3 – 8, 6 patients were in 9 – 13, and 8 patients
were in 14 – 15. In univariate analysis, patients over 75 years
old were lower risk in post-operative brain edema than
younger group significantly (p=0.017). In multivariate analysis, older than 75 years were lower risk than youngers
(p=0.032), too. Other factors did not have significant differences.
Conclusions : Lower age was the only significant risk factor
in post-operative brain edema. The presence of hemodialysis did not have statistical differences.
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際，外減圧を追加するかどうかの判断を要する。重

Ⅰ─────────────── はじめに ─

症頭部外傷のガイドライン第 3 版でも外減圧の適応

頭部外傷後の脳浮腫は生命予後に大きな影響をも

については明示されておらず，各症例で術後脳浮腫

たらすと考えられている

1,2）
。しかしながら，その原

の程度を予想して適応を検討せざるをえないのが現

因については多くの報告

2）があるものの不明な点も

状である。また，透析患者の場合は糖尿病の合併や

多い。また脳浮腫をきたす危険因子についても定

抗血栓薬を内服している患者が多いこと 3）より，外

まった見解はない。

減圧後の頭蓋形成術の周術期リスクも高くなり，よ

特に急性硬膜下血腫では開頭術で血腫を除去した

り外減圧の適応について慎重に検討する必要がある。



神経外傷 Vol.36 2013

Fig.1 The definition of the post-operative severe brain edema (CT scan).
A: With decompressive craniotomy, the brain margin is beyond the inner table of the calvaria.
B: Without decompressive craniotomy, midline shift is pointed out.

したがって術後脳浮腫に関連する因子を検討する

加えた症例では頭蓋骨内板を脳実質が越えたもの，ま

ことは，外減圧の適応を決定する際の一助にもなり，

た，外減圧を加えなかった症例では脳浮腫により

臨床的に非常に有用であると考えられる。今回の研

midline shift や basal cistern の狭小化等の異常所見を

究では透析患者を含んだ自験例をもとに術後脳浮腫

認めたものを「術後脳浮腫著明」と定義した（Fig.1）
。

に関連する因子を検討した。文献的考察を含めて報
告する。

〔 4 〕因子
年齢，性別，術前の GCS score，透析の有無を因
子として，術後脳浮腫との関連を検討した。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
〔 1 〕当院での術式

〔 5 〕統計学的検討

当院では急性硬膜下血腫に対して基本的には

統計解析は統計解析ソフト IBM SPSS を用いた。

fronto-temporo-parietal large craniotomy による血腫

検定方法としては χ2 検定，ロジスティック回帰分析

除去を行っている。外減圧の適応については，術前

を用いた。

の意識レベル，受傷からの時間，術中所見等を術者
が総合的に判断して決定している。外減圧を加える

Ⅲ─────────────── 結

場合は，側頭骨を temporal base まで十分に削除した

果 ─

34 人（男性 17 人，女性 17 人）の平均年齢は 77.0

後に人工硬膜（Gore-tex®）を使用して硬膜形成を行っ

歳であった。血腫除去後の外減圧を加えた症例は 11

ている。

人，加えなかった症例は 23 人であった。術前の意識

〔 2 〕対象症例

レベルは GCS 3〜 8 点が 20 人，9〜 13 点が 6 人，14

2010 年 1 月から 2012 年 11 月までの 35 ヵ月間で

〜15 点が 8 人であった。透析患者は 8 人含まれてい

開頭手術を行った急性硬膜下血腫の患者（脳内血腫，

た。単変量解析（χ2 検定）では 75 歳以上で有意に術

挫傷の摘出術も合わせて行った患者は除く）34 人を

後脳浮腫が軽度であった（p=0.017）（Table 1）。多変

対象症例とした。

量解析（ロジスティック回帰分析）でも 75 歳以上で有
意に術後脳浮腫が著明である発生オッズの低下を認

〔 3 〕術後脳浮腫の定義

めた（p=0.032）（Table 2）。その他の因子には術後脳
浮腫との有意な関連性はみられなかった。

術後脳浮腫の評価に CT 画像を用いた。外減圧を
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【 年齢 】

Table 1 Details of the univariate analysis

Post-operative
brain edema

mild
(n=25)

severe
(n=9)

今回の研究では 75 歳以上で有意に術後脳浮腫発生

p value

のリスクが低かった。高齢者の場合，細胞内の水分
貯留が少ないことより若年者に比べて脳浮腫が軽度

Sex
Male

(％)

11 (64.7)

6 (35.3)

Female

(％)

14 (82.4)

3 (17.6)

＜ 65 y.o

(％)

3 (50.0)

3 (50.0)

65 ～ 75 y.o

(％)

3 (42.9)

4 (57.1)

＞ 75 y.o

(％)

19 (90.5)

2 (9.5)

GCS ≦ 8

(％)

13 (65.0)

7 (35.0)

GCS ＞ 8

(％)

12 (85.7)

2 (14.3)

On

(％)

4 (50.0)

4 (50.0)

non

(％)

21 (80.8)

5 (19.2)

であることは予想された結果であった。また，脳萎

0.244

縮がある場合，脳浮腫が頭蓋内環境に与える影響も
軽度であることが考えられる。今回の研究では，術

Age

後脳浮腫の定義より脳萎縮がある場合，特に脳浮腫
が軽度に評価された可能性も否定できない。しかし

0.017

ながら，臨床的には，脳浮腫があっても脳萎縮のた
め外減圧を必要としない程度に留まる可能性が高い

GCS

という結果を示唆しているとも考えられる。これら
0.178

の結果は，高齢者の場合，外減圧の適応に関して，
より慎重に検討すべきであるという根拠の 1 つにな

Hemodialysis

りうると思われる。
【 術前の意識レベル 】

0.085

GCS 8 点以下を重症の頭部外傷とし術後脳浮腫の

Lower age was the only significant risk factor in post-operative brain edema.

リスクを検討したが，重症の場合，有意差には至ら

Table 2 Details of the multivariate analysis

あった。文献的には重症群での有意差が報告されて

Sex (male:reference)
female
Age(lessthan65 y.o:
reference)
65 ～ 75 y.o
＞ 75 y.o
GCS(＞8:reference)
≦8

HD(non-HDPt:
reference)
onHD

p value

OR

0.203

0.253

なかったものの術後脳浮腫のリスクが高い傾向が

95% CI of OR

おり 4），術前の意識レベルは重要な因子であると思

lower

higher

われる。また，受傷直後の意識レベルと術前の意識

0.030

2.101

レベルの経時的変化についても今後検討を要すると
考えている。
【 透析の有無 】

0.893
0.032

1.193
0.045

0.092
0.003

15.417
0.768

0.997

1.005

0.112

9.052

透析患者についても術後脳浮腫のリスクは高い傾
向にあるものの有意差はみられなかった。透析脳の
外傷に対する脆弱性として，アミロイドーシスや高
カルシウム血症による血管異常などの病態に関する
報告 5）があるが，脳浮腫に関しては十分な報告がな

0.102

8.153

0.660 100.753

く，今後の重要な検討課題であると考えられる。前

Lower age was the only significant risk factor in post-operative brain edema. The presence of hemodialysis did not have
statistical differences.

述のように糖尿病の合併，抗血栓薬内服患者が多い
ことなどから頭蓋形成術の際の周術期リスクも高く，
高齢者と同様に外減圧の適応についてより慎重であ
ることが求められる。また今後は，術後透析の方法

Ⅳ─────────────── 考

についても検討を要すると思われる。当院では術後

察 ─

に止血されていることを確認の上，抗凝固剤として

〔 1 〕今回の結果について

メシル酸ナファモスタットを使用するという手術後

上記のように 75 歳以上で有意に術後脳浮腫発生の

の一般的な透析で管理している。文献を渉猟したが，

リスクが低いことがわかった。その他の因子には有

脳浮腫に対して有用な透析方法についての報告は見

意差はみられなかった。以下，年齢，術前の意識レ

当たらなかった。引き続き，透析医と検討を進める

ベル，透析の有無について個別に考察する。

予定である。
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意な因子であった。透析患者は術後脳浮腫が著明に

〔 2 〕その他の危険因子について

なる傾向があるものの有意差には至らなかった。今

今回の研究で検討できなかった因子として，バイ

後，症例を重ねることで，外減圧の適応決定にも応

オマーカーがある。荻原ら 4）は FDP-DD 高値が有意

用できる術後脳浮腫に関連する因子をさらに検討し

に術後脳浮腫に関連すると報告しており，再現性，

ていきたい。

客観性が高く，迅速な測定が可能であるため外減圧
の適応を検討する際に非常に有用であるとしている。
文

また，来院時のアシドーシスと術後脳浮腫の関連性

献

1） Li LM, Timofeev I, Czosnyka M, et al: The surgical approach
to the management of increased intracranial pressure after
traumatic brain injury. Anesth Analg 111: 736-748, 2010.

も示唆している。

〔 3 〕今回の研究での問題点

2） Marmarou A, Fatouros PP, Barzó, P, et al: Contribution of
edema and cerebral blood volume to traumatic brain swelling
in head-injured patients. J Neurosurg 93: 183-193, 2000.

本研究では「術後脳浮腫著明」の定義として外減圧
の有無によって 2 通りの基準を定めている。この定

3） 日本透析医学会統計調査委員会：図説わが国の透析療法
の現状. 2010, pp12.

義によると「術後脳浮腫著明」と判断された症例は結

4） 萩原靖, 上野正人, 水島靖明, ほか：その減圧開頭術は必

果的には「外減圧を要した」症例とほぼ同義と考える
ことができる。したがって臨床的に外減圧の適応を

要だったか？：重症頭部外傷における減圧開頭術の後方
視的検討. 神経外傷 34：125-131, 2011.

検討する際には本研究の結果は有用な示唆を与える

5） 榊原陽太郎, 小野寺英孝, 田中雄一郎, ほか：腎透析患者

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.

ものと考えられる反面，純粋な「術後脳浮腫」を比較，
検討したものとは言い難い部分もある。外減圧の有
無によって 2 群に分け検討することが適切な分析に
なると思われるが，症例数の問題もあり本研究では
困難であった。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

■ 尾崎 充宣
（中村記念病院 脳神経外科）

急性硬膜下血腫の術後脳浮腫に関連する因子につ

〒 060-8570 札幌市中央区南 1 条西 14 丁目
TEL: 011-231-8555 / FAX: 011-231-8387

いて検討した。年齢のみが術後脳浮腫に関連する有
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Object: Acute subdural hematoma has been recognized as
a devastating injury. The aim of this study was to assess
the factors contributing to outcome of the patients who
underwent surgery for acute subdural hematomas.
Materials and Methods : We conducted retrospective analysis of 337 consecutive patients who admitted our hospital
for acute traumatic brain injury. We found 123 patients with
acute subdural hematoma on CT scan. We analyzed the risk
factors of poor outcome at discharge or at 3 months after
admission among the patient who underwent surgical
interventions, by calculating odds ratio with corresponding
95% CIs and adjusting for patient age, sex, injury mechanism,
Glasgow coma scale, Rotterdam CT score, time interval from
injury to operation and surgical intervention at admission.
Result: Four cases (9.1%) underwent emergency burr-hole
surgery before craniotomy, and 22 patients underwent decompressive craniectomy. GCS at admission was correlated
with unfavorable outcome, and Rotterdam CT score showed
a significant correlation with death (odds ratio 5.4, p=0.02).
There was no relevance between prognosis and surgical
method (odds ratio 3.6, p=0.32). However, the elder patients
with decompressive craniectomy tended to have higher mortality, but were not significantly different.
Conclusion : It is still difficult to predict the prognosis of
severe acute subdural hematoma before surgical interventions. Both craniotomy and decompressive craniectomy
were feasible strategies for acute subdural hematoma, but
we need more study in order to provide a good indication
for surgery.

外傷治療・管理のガイドライン作成委員会のガイドラ

Ⅰ─────────────── はじめに ─

インでは，血腫の厚さが 1 cm 以上，もしくは意識障

急性硬膜下血腫は，意識障害など切迫する条件が

害を呈し正中変位が 5 mm 以上ある場合，神経症状

ある場合，積極的な手術治療の対象であるとされる。

が急速に進行する場合などに可及的速やかに大開頭

しかしながら，様々な病態が複合しており，予後の

による血腫除去術が勧められている 20,21）。日本頭部

予測は難しく不良な経過を辿ることが多い 3）。頭部

外傷データバンクの分析では，死亡率 48％であり，
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Glasgow outcome scale（GOS）で Good Recovery と

Table 1 Baseline characteristics of the patients

n=337

された症例はわずかに 4.4％である 5）。このようにき
わめて成績が悪い中で治療法，特に手術療法に対す

Age-yr.

る一定した意見はまだ得られていない。当院でも，

67

Median

最新のガイドラインを中心とした様々な報告をもと

95％ CIofmean

に急性硬膜下血腫の治療を行っており，2009 年から

58.3 – 63.2

Occasion–no.(%)

2012 年までの自験例について検討した。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

Trafficaccident

172 (51.0)

Fall⁄Upset

156 (46.3)

Others

2009 年 1 月 か ら 2012 年 7 月 ま で に 当 院 の 入 院

9 (2.7)

GCSatadmission–no.(%)

データベースに登録された頭部外傷患者 337 例（年齢
中央値 67 歳，95％信頼値； 58.3〜 68.3）について検
討した。入院時心肺停止しており，蘇生できなかっ
た患者や CT を撮影していなかった患者は含まれて

13 – 14

211 (65.6)

9 – 12

45 (13.3)

3–8

81 (24.0)

MarshalCTclassification–no.(%)

いない。そのうち 108 例が，急性硬膜下血腫を保険

I

56 (16.6)

病名上の主病名として加療されていたが，すべての

II

177 (40.1)

症例の CT を後ろ向きに再検討し，123 例に急性硬

III

6 (0.18)

膜下血腫を確認した
（Table 1）
。Marshal CT classifica-

IV

6 (0.18)

tion（米国 Traumatic Coma Data Bank）を利用して，

Evacuatedmasslesion

48 (14.2)

evacuated mass lesion と non-evacuated mass lesion

Non-evacuatedmass

44 (13.1)

を抽出し，重症頭部外傷治療・管理のガイドライン
第 2 版で手術適応とされる（厚さが 1 cm 以上，意識
障害があり正中変位が 5 mm 以上，神経症状が急速
に進行）症例を抽出した。手術は，穿頭術以外は全身
麻酔で行い，術後集中治療室にて全身管理を行った。
また，減圧開頭術を施行した患者や，術後意識が回
復した患者に対しては，脳圧モニターの挿入を行わ

BurrholeatER

n=4

Operation–no.

n=61

Craniotomy

52

Craniectomy

24

Burrhole,irrigation

14

GCS :Glasgowcomascale,ER:Emergencyroom

なかった。手術症例に対し，体温管理は低体温療法
を用いず，積極的平温療法を行っていた。これらの
症例について，年齢，受傷契機，入院時 GCS，CT
所 見 （ Rotterdam CT score 9）
：basal cisterns 0〜 3，

midline shift 0〜 1， epidural hematoma mass 0〜 1，

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕 Characteristics

intraventircular blood or tSAH 0〜 1， sum +1， full

123 例中 64 例（59.2％）が手術適応と考えられたが，

score 6），手術までの時間，手術方法などを収集し，

実際に急性期開頭術を行った症例は 44 例（40.7％）で

予後との相関性を検討した。予後の判定には退院時も

あり，社会的，身体的理由で ICP モニターの挿入も

し く は 3 ヵ 月 後 の extended Glasgow Outcome Scale

行わず，保存的に経過観察した症例が 20 例（18.5％）

（GOES）を用いた。統計学処理には

pad®を使用し，Mann-Whitney

Excel® ,

あった。手術症例の年齢は中央値 75 歳（95％ CI of

Graph

mean; 66.5〜75.3），31 例（69.9％）が男性であり，交

U test，Fisher's t test，

重回帰分析，Turkey's multiple comparison test を用い

通事故が 21 例（47.7％）であった。入院時の GCS は

て多変量，単変量解析を行った。

9〜15 が 7 例（15.9％），6〜8 が 31 例（70.5％），3〜5
の最重症例が 6 例（13.6％）であった。CT 所見は，左
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Table 2 ASDH, Surgical cases

Table 3 Multiple regression analysis, ASDH, Surgical cases

Death

Characteristics
Characteristics

Odds ratio
(95％ CI)

p-value

Over80 y.o.

1.03 (0.00 – 1.22)

0.87

Glasgowcomascale< 5

1.2

0.22

RotterdamCTscore>4

1.52 (0.33 – 1.61)

n=44
Age-yr.
75

Median
95％ CIofmean

66.5 – 75.3
31 (69)

Malesex–no.(%)

Decompressivecraniectomy 0.94 (0.00 – 1.13)

Event–no.(%)
Trafficaccident

21

Fall,Upsetetc.

23

(0.04 – 1.35)

0.02*
0.75

*Variablerelatedtodeath,multipleregressionanalysis.

GlasgowComaScaleatadmission
9 – 15

7

6–8

31

3–5

6

側に大きい血腫が 29 例（69.9％）
，Rotterdam CT score
は中央値 3.0（interquartile range 1.7〜4.1）であり，血
腫の厚さが 1 cm 以上の症例が 31 例（70.5％）
，3 cm
を超えていた症例を 3 例に認めた。また，受傷から

29 (69.9)

Leftside–no.(%)

開頭術開始までの時間が平均 5.0 時間（95％ CI ; 5.9

RotterdamCTscore

〜10.7）であり（Table 2），2 時間以内であった症例が

3

Median

8 例 （ 18.2％）， 1 日 以 上 経 過 し て い た 症 例 を 8 例

1.7 – 4.1

Interquartilerange

（18.2％）認めた。

Thicknessofhematoma–no.(%)
<10 mm

13 (29.5)

10 – 20 mm

20 (45.4)

20 – 30 mm

8 (18.1)

30 mm<

3 (6.8)

〔 2 〕 Outcome
手術症例の 3 ヵ月後もしくは退院時の予後につい
て検討したところ，GOSE で，社会，日常生活復帰
可 能 と 考 え ら れ る MD+ 以 上 で あ っ た 症 例 は 7 例

TimefrominjurytoSurgery– hr.

（15.9％）であったが，まったく症状がない GR+ まで

5

Median
95％ CIofmean

回復した症例は 1 例も認めなかった。18 例（40.1％）

5.9 – 10.7

が入院中に死亡しており，37 例（84.1％）が MD− 以
下で，2 例（4.5％）が vegetable state に陥っていた

Intermediate outcomes

（Table 2）。手術適応があると判断されたが，保存的
に加療した症例は 11 例（55％）が入院中に死亡し，社

extendedGlasgowoutcomescale –no.(%)
8 (GR+)

0 (0％)

7 (GR–)

5 (11.3％)

6 (MD+)

2 (4.5％)

5 (MD–)

8 (18.1％)

4 (SD+)

6 (13.6％)

3 (SD–)

3 (6.8％)

2 (VS)

2 (4.5％)

1 (D)

18 (40.1％)

会生活，日常生活に復帰できた例を認めなかった。

〔 3 〕 Prognostic and predictive factors
転帰との単変量解析では，予後不良（MD− 以下）と
入院時 GCS（odds ratio; OR 21.8, p=0.009）が，死亡
率と Rotterdam CT score（OR 8.6, p=0.003），両側瞳
孔散大（OR 42.9, p=0.0002）が有意に関連していた。
血腫が 2 cm 以上，交通事故，2 時間以内の手術開始，
両側瞳孔散大例で予後不良例が多い傾向にあったが

GR+: Upper good recovery, GR–: Lower good recovery,
MD+: Upper moderate disability, MD–: Lower moderate
disability,SD+:Upperseveredisability,SD–:Lowersevere
disability,VS:Vegetativestate,D:Death

統計学的には有意ではなかった。入院時 GCS 9〜15
の症例を 7 例認め，そのうち 1 例が死亡し，4 例が
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Table 4 Bivariate analysis —ASDH, backgrounds and outcomes—

DC (–)

DC (+)

n=19

n=25

median (Quartiles)

median (Quartiles)

p-value

81 (76 – 84)

65 (55 – 75)

<0.0001*

Glasgowcomascale

9 (7 – 13)

7 (6 – 10)

0.08

RotterdamCTscore

4 (3 – 4)

5 (4 – 5)

Characteristics

Age

1.9 ±0.7

Hematoma(meanSD)
Outcome

0.0036**

1.8 ±0.9

ns

15 (78％)

19 (86％)

0.49

5 (26％)

12 (54％)

0.07

– no.(%)

Unfavorableoutcome
Death

DC :Decompressivecraniectomy
*VariablesignificantlyrelatedtoDCsonFisher’sttest
**VariablerelatedtoDCs.
Table 5 Logistic regression analysis —DC and outcome—

DC (+) – Favorable
Odds ratio (95％ CI)

DC (+) – Death
p-value

Odds ratio (95％ CI)

p-value

Ageyrs.
20 – 59

0.64 (0.01 – 40.1)

60 – 69

—

70 – 79

—

>80

—

0.78 (0.01 – 50.0)
1.40 (0.02 – 97.5)

ns

2.4 (0.86 – 6.68)

ns

2.0 (0.15 – 6.34)

DC :Decompressevecraniectomy,ns:notsignificant

予後不良であったが，それ以外の症例比較して統計

囲減圧開頭術が施行されていた。残り 19 例には小開

学的な差を認めなかった。また，血腫が 2 cm 以上，

頭による血腫除去術を行っていた。減圧開頭術を

救急室での穿頭術を行った症例で死亡率が高い傾向

行った症例 DC（+）群の年齢中央値は 65 歳（quartiles;

にあったが統計学的には有意ではなかった。多変量

55〜75）であり，行わなかった症例 DC（−）群の 81 歳

解析を試みたが各因子と予後不良率の間に統計学的

（76〜84）と比較して有意に低かった。また，Turkey's

に有意なパラメータは見つからなかった。Rotterdam

multiple comparison test にて年齢と DC（+）について

CT score が死亡率に関連している可能性が示唆され

検討したところ，年齢が増加するとともに減圧開頭

たが（OR 1.52, p=0.02）
，入院時 GCS は死亡率との

を行っていない傾向を認めた（q=8.26）入院時の GCS

相関を認めなかった（Table 3）
。年齢は主要な予後予

は，DC（+）群で中央値 7（6〜10），DC（−）群で 9（7〜

測因子と考えられ，特に 80 歳以上では予後良好例を

13）であり，統計学的に有意差は認めなかった。術前

認めなかったが，多変量解析では統計学的には有意

の Rotterdam CT score は，DC（+）群で中央値 5（4〜

でなかった。

5），DC（−）群で 4（3〜4）であり，より CT 所見の重
症度が高い症例に DC を行っている傾向を認めた

〔 4 〕 Surgical intervention

（p=0.0036）。また，血腫の大きさは手術方法に影響

手術方法の検討では，44 例中 25 例（56.8％）に広範

を与えていなかった（Table 4）。
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DC（+）群で GOSE にて MD− 以下の予後不良症例
は 19 例（86％）
，死亡例は 12 例（54％）であり，DC（−）

〔 1 〕転帰因子と予後について

群の予後不良例 15 例（78％）
，死亡例 5 例（26％）と比

急性硬膜下血腫の病態は複雑であり，手術適応の

較して統計学的な有意差は認めなかったが，DC（+）群

判断，予後の予測は困難である 4,12）。Rotterdam CT

でやや死亡率が高い傾向を認めた（OR 2.23）
。また，

score は簡便に計算が可能で，手術例の死亡率を予測

両群ともに Rotterdam CT score が 6 点の症例や，80

することに優れているが 9），手術適応の判断や，予

歳以上の症例に予後良好例は認めなられなかった。

後良好を予測することに利用することは難しい。本

DC（+）症例の方に若年者が多く Rotterdam CT score 上

研究でも CT 所見のみで予後良好例を予測すること

重症例が多い，と予測されたため，重回帰分析を行っ

は困難であった。一方，入院時 GCS が予後を予測す

たところ，年齢，手術方法にかかわらず，死亡率を予

る因子と報告されている 14）が，これは，意識清明期

測する因子は Rotterdam CT score であった（OR 1.52,

の有無，脳実質損傷程度や部位などを反映している

p=0.02）。年齢を調整し，回帰分析を行ったが統計学

と考えられ，機能的予後との関連性は指摘できるが，

的には有意でなかった（Table 5）が，高齢者の DC（+）

単独では手術成績を予測し，適応判断に用いること

症例ほど死亡率が高い可能性が示唆された。また入

は難しいと考えられた。入院時の神経学的所見や CT

院時の Rotterdam CT score を調整して多変量解析を

所見などを組み合わせた判定方法も考案され 15）はじ

行ったところ，統計学的には有意でなかったが，80

めているが，IT 機器の導入により計算が容易になっ

歳以上の DC（+）症例かつ Rotterdam CT score が 3 以

たとはいえ，複雑な scoring は急性硬膜下血腫とい

上の症例で死亡率が高い傾向（OR 1.8, p=0.0015）を

う緊急性の高い疾患に利用することは難しく，今後

認 め ，60 歳 以 下 の DC（+）症 例 か つ Rotterdam CT

の検討課題であると思われた。重症頭部外傷全体の

score が 3 以下の症例で予後良好例が多い傾向（OR

予後についての検討は進んでいるが，急性硬膜下血

1.1, p=0.005）を認めた。

腫に対する手術成績の予測は，現在一般的に行われ

また，4 例に対して，緊急穿頭術が行われていた。

ている検査のみでは不可能であることも十分に考え

これらの症例にはすべて開頭術が追加されていたが，

られるため，造影 CT 8），MRI 10,17）や生理学，生化

開頭術のみを行った症例と比較して予後（OR 0.14）お

的検査など，更なるモダリティの検討も必要である

よび死亡率（OR 1.5）について統計学的には差を認め

と思われた。

なかった。

Ⅳ─────────────── 考

〔 2 〕手術方法についての検討
本邦のガイドラインでは，大開頭による血腫除去

察 ─

術が勧められており，局所麻酔下に穿頭し，小開頭

本研究では，自験例における最近の急性硬膜下血

にて減圧を試みることを考慮しても良いとされてい

腫手術症例に対し予後および手術方法の検討を行っ

る。また，外減圧術については効果ありなし双方の

た。症例数が少なく，統計学的に有意な因子を発見

報告があるが結論は出ていないと記載されている 21）。

することは困難であったが，入院時の GCS が機能的

本症例群では，外減圧を若年者には積極的を行い，

予後に，Rotterdam CT score が死亡率に有意に相関

高齢者には行わず，手術室までの時間に問題がある

していた。本シリーズは，単一施設の検討であるが，

場合のみ救急室での穿頭を行うという方針で治療が

日本脳神経学会の頭部外傷データバンクプロジェク

行われていた。多施設大規模データベースの結果を

ト 2004, 2009（JNTDB2004, 2009）などの大規模研

参照する限り 5），施設により治療方針が大きく異

究 1,5,7,11）と比較して同程度の成績であった。症例数

なっており，現状のガイドラインの記載では今後も

が異なり比較対象にはならないが，2007 年版のガイ

結論が出る可能性が低いと考えられた。
重症頭部外傷に対する外減圧への否定的な報告が行

ドラインを中心としたトレンドに従った治療を行っ

われ 2），特に高齢者への外減圧には否定的な意見があ

ていたと考えられた。

る。急性硬膜下血腫は，diffuse brain injury と血腫が
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Introduction: Support services for patients with higher brain
dysfunction following head trauma have been expanded
nationwide, but examination methods appropriate for diagnosis and quantitative evaluation of rehabilitation efficacy
have not been established. We developed a screening test for
patients with higher brain dysfunction and examined its
usefulness in association with support facilities for patients
with higher brain dysfunction in Tokushima.
Test Contents, Subjects, and Methods: The screening test
consisted of 21 items, including orientation, short-term
memory, visual perception ⁄ situational cognition, and attention ⁄ executive function; these items were evaluated on a 50point scale. Initially, the screening test was performed for
healthy person of different age groups, and the mean scores
for each test item were obtained. The screening test and
Hasegawa Dementia Scale-Revised (HDS-R) were successively administered after rehabilitation intervention in
patients with higher brain dysfunction. Subjects were
patients undergoing rehabilitation for higher brain dysfunction due to head trauma and stroke.
Results : All patients with higher brain dysfunction (11
persons) at the time of rehabilitation intervention had
abnormal scores (0 – 36 points; mean, 22 points) in the
screening test, and the items showing abnormal scores
were consistent with clinical symptoms of the patients.
The screening test performed 3 months after rehabilitation
intervention showed improvement of scores in 7 of the 11
patients.
Conclusion : Although the results of our screening test
partially correlated with those of HDS-R, our screening test
could evaluate higher brain dysfunction according to its
elements, even in patients with normal scores on HDS-R,
and was useful for screening patients. Moreover, this
screening test may be useful for quantitative determination
of rehabilitation efficacy in patients with higher brain
dysfunction. We intend to accumulate further data on cases
and verify the results of this screening test.
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Table 1 Diagnostic criteria for higher brain dysfunction

Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅰ．主要症状
1．脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や
疾病の発症の事実が確認されている。
2．現在，日常生活または社会生活に制約があり，
その主たる原因が記憶障害，注意障害，遂行機

高次脳機能障害とは，医学的には運動麻痺，感覚障
害，認知症などでは説明できない中枢神経系の障害に
よる言語，認知，動作の障害のことであり，高次脳機
能障害の症状には，失語，失行，失認，記憶障害，遂

能障害，社会的行動障害などの認知障害である。

行機能障害，注意障害，精神情動障害などがあるとさ

Ⅱ．検査所見
MRI，CT，脳波などにより認知障害の原因と考え

れている 1）。高次脳機能障害の原因としては脳血管障
害が最も多く，変性疾患，脳外傷の順に多い 2）。特に

られる脳の器質的病変の存在が確認されているか，
あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと
確認できる。

交通外傷による外傷性脳損傷により生じた高次脳機能
障害患者は，運動障害はないか，またはごく軽度であ
るために，医療機関による急性期治療が終了すると，

Ⅲ．除外項目

身体障害者福祉系のサービスを基本とした支援が行わ

先天性，周産期，発達障害，進行性疾患を除く

れてきた。しかしながら，実際には，身体障害者とし

Ⅳ．診断
Ⅰ～Ⅲを全て満たすもの

て認定されることは少ないという状況にあったため
に，退院後の自立支援に結びつかず，社会的に取り残
されることが多かった。 そのために，2001 年度に開
始された高次脳機能障害支援モデル事業において，記
憶障害，注意障害，遂行機能障害，社会的行動障害な
どの認知障害を主たる要因として，日常生活および社

なっており，高次脳機能障害の主要症状の見当識，

会生活への適応に困難を有する一群が示す認知症状を

短期記憶，注意・遂行機能を 50 点満点で評価できる

行政的に高次脳機能障害と定義され，診断基準が作成

ように作成した。①〜⑨は見当識・認知機能（年月

3）
1）
。一方，頭部外傷後の高次脳機能障

日・曜日・時間・季節・場所・出身地・住所）が中心の検査

害診断の検査法として，秋元らにより日本版 RBANS

で，各項目 1 点の 9 点満点とした。記憶障害のスク

が作成され，頭部外傷後高次脳機能障害の screening

リーニングとして，⑩〜⑮は数の順唱・逆唱（2 桁〜

test として有用性が報告されているが 4,5），一般診療

4 桁）で各 1 点の 6 点満点とし，⑯は語想起検査で

の現場において短時間で，簡便に行うことができる

知っている野菜の名前を言わせ，7 個以上の 1 つに

screening test は，未だ全国的には普及されていない。

つき 1 点を加算し，6 個しか出なければ 0 点，計 12

今回，我々は徳島県内の高次脳機能障害支援施設と協

個を回答すれば 6 点とした。⑰は状況認知（Fig.1-a）

力して，独自の高次脳機能障害スクリーニングテスト

で，3 人のうち真ん中の女の子が自分のドーナツを

を作成し，その有用性を検討した。

食べられて怒っており，右側の女の子を疑っている。

された（Table

疑われた女の子は食べていないので困っており，実
際に食べた左側の男の子はだまって知らん顔をして

Ⅱ────── Hibrid-STT の作成と標準化 ─

いるという内容であり，キーワードのうち男の子，
女の子（男女差は問題ではなく 3 名の状況が把握でき

今回，徳島高次脳機能障害支援ネットワークにお
いて作成された『高次脳機能障害スクリーニングテス

ればよい），ドーナツ，怒っている，困っている，

ト（徳島版）Higher Brain Dysfunction Screening Test

黙っている（知らん顔している）などの答えが出れば，

in Tokushima（Hibrid-STT）』（Table 2）（以下，スク

各ワード 1 個につき 1 点加算し 6 点満点とした。⑱

リーニングテスト）を使用した。スクリーニングテス

は 8 項目（100 円玉，カミソリ，はさみ，茶碗，メガ

トは，見当識・短期記憶・視覚・状況認知・注意力・

ネ，時計，鉛筆，テレビ）（Fig.1-b）の絵を見せ，そ

遂行機能に関する検査などを含む 21 項目で，結果を

の項目を言わせて覚えさせた後すぐに隠し，短期再

30 分程度の検査時間によって点数化できる内容に

生を促す。正解ごとに 1 点加算し 8 点満点とした。
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Table 2 Higher brain dysfunction screening test in Tokushima (-Hibrid-STT)

⑲は空間認知や半側空間無視の検査で立方体と花を

ず中断されれば 0 点とした。TMT Ｂは数字と仮名を

描かせ（Fig.1-c）
，正解につき各 2 点を加算した。⑳

交互に，①─あ─②─い─，と線で結ぶものでやや

は注意障害と遂行機能を調べるために Trail Making

複雑になる。TMT A と同様に年齢群平均と標準偏差

Test（TMT）のＡとＢ（Fig.1-d）を行った。TMT A は，

の値から，4, 2, 1, 0 点を振り分けた。最後の項目の

ランダムに書かれた数字を①から順に，①─②─③

㉑は，仮名ひろいテストである。かなで書かれた物

と線で結び最後に到達した時間が，正常年齢群平均

語文章の意味を考えながら，「あ，い，う，え，お」

値より短縮していれば 4 点，標準偏差内であれば 2

の文字に○をつけていき，2 分で終了する問題であ

点，標準偏差を超えていれば 1 点，最後まで到達せ

る。○の正解数が年齢群の平均以上であれば 3 点，
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Fig.1

Fig.2 Screening test scores in healthy persons from different age groups.

標準偏差以内であれば 2 点，標準偏差以下の数であ

Ⅲ──────────── 検査対象・方法 ─

れば 1 点，異常低下ないし途中で中断ないし中止さ
れた場合は 0 点とした。

検査対象として，外傷，血管障害，新生物により
高次脳機能障害が存在すると疑われた男性患者 7 人，

スクリーニングテストでの評価の比較対象として，
徳島高次脳機能障害支援ネットワークにおいて調査

女性患者 4 人（平均年齢 54.18 歳，23〜85 歳）とし，

された 20 代から 60 代の健常者 100 人でのスクリー

高次脳機能障害に対するリハビリテーション介入時
（1 ヵ月）と介入 3 ヵ月後に，スクリーニングテスト

ニングテストの年代別平均値を算出した 6）。
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Table 3 Summary of 11 higher brain dysfunction cases

Values in the shaded square indicate a normal HDS-R score.

と，長谷川式認知スケール検査（以下，HDS-R）を用
いて評価した。

Ⅳ─────────────── 結

果 ─

20〜 29 歳，30〜 39 歳，40〜 49 歳，50〜 59 歳，60
〜 69 歳の各年代の健常者を 20 名ずつ 100 人におい
て，スクリーニングテストを施行した。これらの結
Fig.3 Initial CT.

果，20 代から 60 代の平均点は 40 点以上であった。

Head CT on admission shows diffuse axonal injury.

また，各年代別の平均値を比較すると，20 代は 42
点，30 代は 43 点，40 代は 45 点，50 代は 43 点，60
代は 40 点と，年代別で平均点は異なり，40 代が最

らに，個々の異常項目は病変部位や臨床症状とよく

も点数が高く，60 代が最も低値であった（Fig.2）。

一致していた。リハビリテーション介入 3 ヵ月後の

リハビリテーション介入時の高次脳機能障害者（11

検査では，スクリーニングテストの改善（平均 7.7

名）の改訂版長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-

点）を 11 例中 7 例に認め， 臨床症状においても，各

R）は，4 症例にしか異常値を示しておらず，7 症例

症例において高次脳機能の改善を認めた。また，ス

の HDS-R は正常値であった。しかしながら HDS-R

クリーニングテストで改善を認めた症例では，3 ヵ

の異常を認めていない 7 症例においても，スクリー

月 後 の HDS-R も 同 様 に 点 数 の 改 善 を 認 め ，ス ク

ニングテストでは，高次脳機能障害を示唆する検査

リーニングテストと HDS-R は相関しており，臨床

値の異常を認めており（25〜40 点，平均 27 点），さ

的にも高次脳機能の改善を認めていた（Table 3）。
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Fig.4
Table 4 Change in screening test score at 3 months

Values in the shaded indicates persistence of impairment with no improvement after 3 months.

axonal injury と診断された（Fig.3）。高次脳機能障害

Ⅴ─────────────── 代表症例 ─

の存在が疑われていたが，具体的な評価は前医では

〔 38 歳，男性，会社員 〕

施行されておらず，高次機能障害に対するリハビリ

バイクで走行中に交差点で軽自動車と衝突，3 m

テーションは開始されていなかった。当施設に転院

ほど飛ばされ頭部打撲した（ヘルメット着用）。受傷

後に，HDS-R とスクリーニングテストを施行したと

時意識レベルは E1V1M5 の状態で，明らかな四肢麻

ころ，HDS-R は 25 点とカットオフラインの 20 点よ

痺は認めなかった。受傷 2 日後より開眼，意味不明

り高値で，認知機能障害は否定的との結果であった。

の発語を認めた。徐々に意識改善，会話量，見当識

しかしながら，スクリーニングテストでは 35 点と

の改善を認めたが，高次脳機能障害のためにリハビ

30 歳台の平均点である 43 点より低く，高次脳機能

リ目的に転院となった。来院時の CT 写真では，high

障害の存在が示唆された。スクリーニングテストの

density area が皮質下に散在性に認められ，diffuse

項目別の点数も詳細な高次脳機能検査と同様に記憶，
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注意，遂行機能障害が認められた。高次脳機能障害，

齢や教育年数の影響を受けやすく，検査の繰り返し

特に記憶，注意，遂行機能障害に対してリハビリ

による学習効果などの検査の限界を以前より指摘さ

テ ー シ ョ ン を 開 始 し た 。3 ヵ 月 後 の 再 評 価 で は ，

れている 3,5,9,10）。我々のスクリーニングテストは，

HDS-R は 29 点と改善しており，スクリーニングテ

代表例のように短時間で，専門的な知識がなくても，

ストでも，39 点と改善していた（Fig.4）
。しかしなが

簡便に高次脳機能障害の存在を明らかにすることが

ら，30 歳台の平均点よりは低値であり，注意，遂行

可能であった。HDS-R の結果はスクリーニングテス

機能障害が軽度残存した（Table 4）
。

トの結果と相関しており，逆に，HDS-R が正常値を
示し，診断しきれなかった高次脳機能障害患者にお

察 ─

いても，スクリーニングテストでは，これらの患者

高次脳機能障害の症状としては，記憶障害（88％），

リーニングテストでは，各項目においての点数配分

Ⅵ─────────────── 考

の高次脳機能障害を診断し得た。 また，我々のスク

注意障害（71％）
，遂行機能障害（71％）
，対人技能拙

が明記されているため，高次脳機能障害の症状があ

劣，固執，依存・退行や感情コントロール低下，意

る程度は類推できる利点もある。以上よりスクリー

欲・発動性低下などの社会的行動障害（64％）が主な

ニングテストが簡便に短時間で検査ができることに

主要症状と言われている 1）。症状として精神，心理

より，詳細な種々の高次脳機能検査方法を施行する

面での障害が中心となるために外見上は障害が目立

前のスクリーニングになり得ると思われる。また，

たず，本人自身も，障害を十分に認識できていない

高次脳機能障害に対するリハビリテーションを行う

ことがある。さらに在宅での日常生活，特に社会活

ことで改善された高次脳機能は，スクリーニングテ

動場面で症状が出現しやすいために，入院，外来診

ストでも，改善を認めたことにより，高次脳機能障

察時には医療スタッフに見落とされやすいという側

害に対するリハビリテーションの定量的効果判定に

面もある。リハビリテーションにより社会復帰が可

も有用性と思われる。

能な障害程度の患者数は全国に約 68,000 人いて，年
間 2,900 人，人口 10 万人あたり 2.3 人の新規発症が

Ⅶ─────────────── ま と め ─

あると推測されている 7,8）。血管障害，外傷による脳
損傷のために高次脳機能障害を発症した患者は，ま

われわれが作成したスクリーニングテストは，一

ず，急性期治療を受け，運動機能，高次脳機能障害

部 HDS-R と相関するが，HDS-R が正常でも，高次

のリハビリテーションを行い，それに引き続き，適

脳機能障害を要素別に評価可能であり，比較的短い

切な福祉サービス，障害者雇用支援，保障を提供さ

時間で，簡便に行える高次脳機能障害のスクリーニ

れる必要があると思われる。そのためにはまず，神

ング，高次脳機能障害へのリハビリテーションの効

経内科医，脳神経外科医，リハビリテーション医，

果判定として有用であった。

精神科医らにより高次脳機能障害の存在を明らかに
することが必要である。しかしながら，高次脳機能
障害の主要症状である記憶障害，注意障害，遂行機
能障害，社会的行動障害などの認知障害の存在を明
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Chronic subdural hematoma is one of the most common
diseases encountered in neurosurgical practice. Although its
treatment method is well established, the best irrigation solution for burr-hole surgery to treat this disease is not clear.
To identify the best irrigation solution, we compared
recurrence rates and complications for 3 different solutions: the lactated ringer, saline, and artificial cerebrospinal
fluid. The study included 864 cases that had undergone
burr-hole surgery between January 2000 and December
2011. The study was retrospectively analyzed. Recurrence
was defined as the time at which recurrence warranted redrainage. We examined the patients for complications of
intracranial hemorrhage, cerebral infarction, postoperative
infection, and postoperative convulsion.
The case numbers were 207 (24.7%) in the lactated ringer
group, 361 (43.1%) in the salne group, and 296 (32.1%) in
the artificial cerebrospinal fluid group. The recurrence rate
was 9.7% in the lactated ringer group, 10.5% in the saline
group, and 9.1% in the artificial cerebrospinal fluid group.
There were 2 cases of intracranial hemorrhage in the lactated
ringer group, 4 cases in the saline group, and 8 cases in the
artificial cerebrospinal fluid group. There were 2 cases of
cerebral infarction in the lactated ringer group, 1 case in the
saline group, and none in the artificial cerebrospinal fluid
groups. Postoperative infection occurred in 2 cases in the
saline group and in 0 cases in the lactated ringer or artificial
cerebrospinal fluid groups. There were 7 cases of convulsion
in the lactated ringer group, 5 cases in the saline group, and
8 cases in the artificial cerebrospinal fluid group. There
were 2 cases of heart failure in the artificial cerebrospinal
fluid group, 1 case in the saline group, and none in the
lactated ringer group. There were no statistically significant
differences in the recurrence rates and complications among
the groups.
As for the irrigation solution for chronic subdural
hematoma, it is thought that there is no problem with the
three irrigation solution.
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術後あるいは術翌日の頭部 CT で新たに確認できた

Ⅰ─────────────── はじめに ─

頭蓋内出血とした。脳梗塞は，術後あるいは術翌日

慢性硬膜下血腫は脳神経外科領域では，日常診療に

の頭部 CT あるいは頭部 MRI で新たに確認できた脳

おいてよく遭遇する疾患であり，診断および治療とも

梗塞とした。感染症は，術後の手術創部感染および

確立されている。局所麻酔による穿頭術が標準的な

硬膜下膿瘍とした。けいれんは，術前および術後に

治療法であり，症状も改善し予後も良好である

発症したけいれんとした。心疾患は術後に発症した

8,15）
。

しかし，再発因子や合併症に関する報告もみられ

心疾患とした。術後因子として，手術から再発まで

1,4,5,6,7,9,11,12,13,14,16,18,19,20）
。洗浄液に関しても，何が

の日数と術後の頭部 CT 所見を検討した。頭部 CT

適切かこれまでも検討されているが確立したものは

所見は，術翌日・術 1 週間後の残存血腫量・空気量

る

ない

10,12,19）
。当院で経験した慢性硬膜下血腫穿頭術

を検討した。

に対して，洗浄液別に再発率および合併症に関して

各群は手術を施行した時期が異なるため，患者背

検討し洗浄液として何が適切か考察したので報告す

景についても比較検討した。年齢，性別，生活歴（喫

る。

煙歴，飲酒歴），既往歴（高血圧症，糖尿病，肝機能
障害，腎機能障害，悪性腫瘍，虚血性心疾患，脳血
管障害，脳神経外科手術），抗凝固薬・抗血小板薬内

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

服の有無，外傷の有無，外傷から手術までの日数，

2000 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日までに当

術前の意識レベル，両側血腫，両側手術，術前頭部

院脳神経外科に入院し手術加療を行った慢性硬膜下

CT で血腫の吸収値・血腫量に関して比較した。血腫

血腫の初回穿頭術を対象とした。器質化や石灰化し

吸収値は，脳灰白質と比較して低吸収域，等吸収域，

た症例は除外した。両側の血腫は 2 例とし，対象は

高吸収域に分類し，さらに低吸収域と高吸収域の混

864 例であった。慢性硬膜下血腫の診断は，手術で

在する場合は混合吸収域とし，低吸収域と高吸収域

外膜を確認できた場合とした。手術は局所麻酔によ

で鏡面像を形成する場合には鏡面形成とした。
血 腫 量 ・空 気 量 は ，頭 部 CT 画 像 上 で Synapse®

る穿頭洗浄ドレナージ術で，洗浄液は乳酸リンゲル
液，生理食塩水および人工髄液の何れかを使用した。

（富士フィルム）を使用して ROI を計測して面積を求

2004 年 5 月 ま で は 乳 酸 リ ン ゲ ル 液 と 生 理 食 塩 水 ，

めて各画像での面積の和で体積を求めた。統計ソフ

2004 年 6 月から 2008 年 4 月までは生理食塩水，2008

トは Microsoft Excel®を使用し t 検定および χ2 検定

年 5 月からは人工髄液を使用したが洗浄液の選択は

を行った。

主治医の判断とした。ドレナージチューブは術翌日
に抜去を基本としたが術翌日の頭部 CT で血腫腔体

Ⅲ─────────────── 結

積が大きい場合には主治医の判断で留置を継続した。
術後は 3 ヵ月経過観察を行い血腫の増大傾向があれ

果 ─

患者背景を Table 1 に示す。年齢は，各群間で統
計学的な有意差はみられなかった。性別，生活歴（喫

ば，さらに経過観察を継続した。

864 例を乳酸リンゲル液群：洗浄液として乳酸リ

煙歴，飲酒歴）は，統計学的に有意差はみられなかっ

ンゲル液（ソルラクト®）を使用した群，生理食塩水

た。既往歴は，高血圧症は，統計学的に有意に乳酸

群：洗浄液として生理食塩水（大塚生食注®）を使用し

リンゲル液群で高血圧症が少なく，人工髄液群で高

た群，人工髄液群：洗浄液として人工髄液（アートセ

血圧症が多かった（p=0.00000560）。糖尿病，肝機能

レブ® 脳脊髄手術用洗浄灌流液）を使用した群に分け

障害，腎機能障害，悪性腫瘍，虚血性心疾患，脳血

て再発率，合併症および術後因子に関して診療録か

管障害，脳神経外科手術歴は，統計学的に有意差は

ら後ろ向きに検討を行った。再発の定義として，血

みられなかった。抗凝固薬・抗血小板薬の内服は統

腫が再増大して再手術を行ったものを再発とした。合

計学的に有意に人工髄液群で多かった（p=0.0370，

併症として，頭蓋内出血，脳梗塞，術後感染症，け

p=0.000550）。外傷の既往は，統計学的に有意に乳酸

いれん，心疾患に関して検討した。頭蓋内出血は，

リンゲル液群で多かった（p=0.00859）。外傷から手術
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Table 1 Preoperative clinical findings and computed tomography findings of patients belonging to the lactated
ringer, saline, and artificial cerebrospinal fluid groups

Lactated ringer

Saline

Artificial CSF

p value

Total

76.0 ±12.0

75.5 ±11.6

76.3 ±11.0

75.9 ±11.5

118
89
43
164
0
36
171
0

238
123
79
281
1
51
309
1

183
113
65
229
2
30
264
2

N.S.
(t-test)
0.104
(χ2-test)
0.93
(χ2-test)

Hypertension

74

167

171

Diabetesmellitus

32

49

57

Liverdisorder

21

58

39

144
63

240
121

202
94

Malignanttumor

34

63

45

Ischemicheartdisease

38

66

75

Stroke

32

59

57

Neurosurgery

15

38

24

Anticoagulantdrug

13

27

36

Antiplateletdrug

28

52

73

Trauma

146

213

172

66.4 ±52.5

57.1 ±50.7

53.8 ±34.1

164
35
8
91
116
64
143
33 (15.9%)
70 (33.8%)
26 (12.6%)
44 (21.3%)
34 (16.4%)
0

288
61
12
149
212
89
272
49 (13.4%)
140 (38.4%)
29 (8.2%)
67 (19.2%)
75 (20.5%)
1 (0.3%)

240
43
13
128
168
85
211
38 (12.8%)
101 (33.9%)
36 (12.1%)
75 (25.8%)
46 (15.4%)
0

Mean±SD
years
Male
Female
+
–
Unknown
Excessive
Moderate
Unknown

Age
Sex
Smoking
Alcohol
consumption

eGFR≥60
eGFR<60

eGFR

Daysfromtrauma Mean±SD
tooperation
days
14,15
GCS
9 ～ 13
3～8

Lateralityof
thehematoma
Operationside

CTdensity

Preoperative
hematoma

Bilateral
Unilateral
Bilateral
Unilateral
Lowdensity
Isodensity
Highdensity
Mixeddensity
Niveau
Unknown
Mean±SD
ml

77.5 ±27.2

86.6 ±48.3

84.6 ±33.9

－
0.0633
(χ2-test)
－

0.00000560

(χ2-test)
0.138
(χ2-test)
0.135
(χ2-test)
0.737
(χ2-test)
0.741
(χ2-test)
0.0536
(χ2-test)
0.471
(χ2-test)
0.350
(χ2-test)
0.0370
(χ2-test)
0.000550
(χ2-test)
0.00859
(χ2-test)


(t-test)
N.S.

(χ2-test)
0.792
(χ2-test)
0.235
(χ2-test)

N.S.
(χ2-test)
－


(t-test)

539
325
187
674
3
117
744
3
412
138
118
586
278
142
179
148
77
76
153
531
58.6 ±46.7
692
139
33
368
496
238
626
120
311
91
186
155
1
84.1 ±39.8

p<0.01
CSF :cerebrospinalfluid,SD:standarddeviation,eGFR:estimatedglomerularfiltrationrate,GCS:Glasgowcomascale
LactatedringerandArtificialCSFp=0.0133 (t-test)
LactatedringerandSalinep=0.00875 (t-test),LactatedringerandArtificialCSFp=0.0177 (t-test)
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Table 2 Comparison of recurrences in patients belonging to the lactated ringer, saline, and artificial cerebrospinal
fluid groups

Lactated ringer

Saline

Artificial CSF

Total

Casenumber(%)

207 (24.7%)

361 (43.1%)

296 (32.1%)

864

Non-recurrencenumber

187

323

269

779

Recurrencenumber

20

38

27

85

Recurrencerate

9.7%

10.5%

9.1%

9.8%

CSF :cerebrospinalfluid
Table 3 Comparison of complications in patients belonging to the lactated ringer, saline, and artificial cerebrospinal fluid groups

Lactated ringer

Saline

Artificial CSF

Total

207 (24.7%)

361 (43.1%)

296 (32.1%)

864

2

4

8

14

Observation

1

3

3

7

Burrholeopening

0

0

3

3

Craniotomy

1

1

2

4

2

1

0

3

0

2

0

2

Debridement

0

1

0

1

Craniotomy

0

1

0

1

Convulsion

7

5

8

20

Heartfailure

0

1

2

3

Casenumber(%)
Totalnumber
Intracranial
hemorrhage

Treatment

Cerebralinfarction
Totalnumber
Postoperative
infection

Treatment

CSF :cerebrospinalfluid

までの日数は，乳酸リンゲル液群と人工髄液群で統

計 学 的 に 有 意 差 は み ら れ な か っ た （ χ2 検 定 ，

計学的に有意差がみられた（p=0.0133）
。術前の意識

p=0.831）。合併症に関しては，頭蓋内出血は，乳酸

レベルは，統計学的に有意差はみられなかった。両

リンゲル液群で術直後の頭部 CT で術側の急性硬膜

側血腫，両側手術は，統計学的に有意差はみられな

下血腫がみられ緊急開頭術を行った症例が 1 例，術

かった。頭部 CT での術前の血腫の吸収値は，統計

翌日の頭部 CT で対側の尾状核出血がみられ保存的

学的に有意差はみられなかった。術前の血腫量は，

加療を行った症例が 1 例であった。生理食塩水群で

乳酸リンゲル液群と生理食塩水群（p=0.00875），乳酸

術翌日の頭部 CT で術側の急性硬膜下血腫がみられ

リンゲル液群と人工髄液群（p=0.0177）で統計学的に

緊急開頭術を行った症例が 1 例，術翌日の頭部 CT

有意差がみられた。

で術側の急性硬膜下血腫がみられ保存的加療を行っ
た症例が 2 例，術翌日の頭部 CT で術側の尾状核出

各群での再発率を Table 2 に合併症を Table 3 に
術後因子を Table 4 に示す。症例数は乳酸リンゲル

血がみられ保存的加療を行った症例が 1 例であった。

液群 207 例（24.7％）
，生理食塩水群 361 例（43.1％），

人工髄液群で術翌日にドレナージチューブ抜去後に

人工髄液群 296 例（32.1％）であった。再発率は乳酸

術側の急性硬膜下血腫となり緊急開頭術を行った症

リンゲル液群で 9.7％，生理食塩水群で 10.5％，人工

例が 2 例，術翌日の頭部 CT で術側の急性硬膜下血

髄液群で 9.1％であった。再発に関しては各群間で統

腫がみられ緊急穿頭術を行った症例が 2 例（両側血腫
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Table 4 Postoperative clinical findings and computed tomography findings of patients belonging to the lactated
ringer, saline, and artificial cerebrospinal fluid groups

Lactated ringer

Saline

Artificial CSF

Daysfromoperation
tore-operation

Mean±SD

28.4 ±14.4

40.1 ±22.6

35.3 ±17.2

Hematoma
(nextday)

Mean±SD
ml

13.5 ±15.2

12.9 ±17.6

17.2 ±16.4

Air
(nextday)

Mean±SD
ml

2.7 ±4.7

4.1 ±7.4

5.7 ±9.1

Hematoma
(oneweek)

Mean±SD
ml

15.1 ±15.1

15.0 ±16.3

19.3 ±19.2

Air
(oneweek)

Mean±SD
ml

0.9 ±3.1

1.5 ±4.4

1.9 ±5.2

p value

Total



35.8 ±19.6

(t-test)


(t-test)

14.5 ±16.7



4.3 ±7.6

(t-test)


(t-test)

16.5 ±17.2



(t-test)

1.5 ±4.4

CSF :cerebrospinalfluid,CT:computertomography,SD:standarddeviation
LactatedringerandSalinep=0.0198 (t-test)
LactatedringerandArtificialCSFp=0.0106 (t-test),SalineandArtificialCSFp=0.00116 (t-test)
LactatedringerandSalinep=0.00635 (t-test),LactatedringerandArtificialCSFp=0.00000137 (t-test),
SalineandArtificialCSFp=0.0123 (t-test)
LactatedringerandArtificialCSFp=0.00833 (t-test),SalineandArtificialCSFp=0.00334 (t-test)
LactatedringerandSalinep=0.0472 (t-test),LactatedringerandArtificialCSFp=0.00702 (t-test)

で 1 患者），術翌日の頭部 CT で対側の急性硬膜下血

水群と人工髄液群（p=0.00116）で統計学的に有意差が

腫がみられ緊急穿頭術を行った症例が 1 例，術翌日

みられた。術 1 週間後の残存血腫量は，乳酸リンゲ

の頭部 CT で術側の急性硬膜下血腫がみられ保存的

ル液群と人工髄液群（p=0.00833），生理食塩水群と人

加療を行った症例が 3 例であった。脳梗塞は，人工

工髄液群（p=0.00334）で統計学的に有意差がみられ

髄液群ではみられなかったが，乳酸リンゲル液群で

た。術翌日の残存空気量は，乳酸リンゲル液と生理

術翌日の頭部 CT で両側後頭葉の脳梗塞が 2 例（両側

食 塩 水 （ p=0.00635）， 乳 酸 リ ン ゲ ル と 人 工 髄 液

血腫で 1 患者），生理食塩水群で術翌日の頭部 CT で

（p=0.00000137），生理食塩水と人工髄液（p=0.0123）

術側後頭葉の脳梗塞がみられた症例が 1 例であった。

で統計学的に有意差がみられた。術 1 週間後の残存

術後感染症は，乳酸リンゲル液群および人工髄液群

空気量は，乳酸リンゲル液と生理食塩水（p=0.0472），

ではみられなかった。生理食塩水群で術側の硬膜下

乳酸リンゲル液と人工髄液（p=0.00702）で統計学的な

膿瘍で開頭術を行った症例が 1 例，創部感染症で切

有意差がみられた。

開デブリードメンを行った症例が 1 例であった。け
いれんは，乳酸リンゲル液群で 7 例，生理食塩水群

Ⅳ─────────────── 考

で 5 例，人工髄液群は 8 例であった。心疾患は，乳

察 ─

酸リンゲル液群ではみられなかった。生理食塩水群

当院における慢性硬膜下血腫の再発率は 9.8％であ

で心不全が 1 例，人工髄液群で心不全が 2 例（両側血

り，これまでの報告と比較して特に問題はないと考

腫で 1 患者）であった。合併症数に関して各群間で統

え ら れ た 1,4,6,7,8,9,11,12,13,15,18,20）。ま た ，合 併 症 と し て

計学的な有意差はみられなかった
（χ2 検定，p=0.208）。

は，急性硬膜下血腫，脳内血腫，けいれんなどが報

術後因子に関しては手術から再手術までの日数は，乳

告されている 5,7,8,14,16）。当院の合併症としては頭蓋内

酸リンゲル液群と生理食塩水群で統計学的に有意差

出血 1.7％，脳梗塞 0.4％，術後感染症 0.2％，けいれ

がみられた（p=0.0198）
。術翌日の残存血腫量は，乳

ん 2.4％，術後心疾患 0.4％であり，これまでの報告

酸リンゲル液群と人工髄液群（p=0.0106）
，生理食塩

と比較して特に問題ないと考えられた。
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Table 5 Comparison of the composition of lactated ringer, saline, and artificial cerebrospinal fluid

Lactated ringer

Saline

Artificial CSF

Na+

mEq/L

131

154

145

K+

mEq/L

4

0

2.8

Mg+

mEq/L

0

0

2.2

Ca2+

mEq/L

3

0

2.3

Cl–

mEq/L

110

154

129

Lactate–

mEq/L

28

0

0

HCO3–

mEq/L

0

0

23.1

P

mmol/L

0

0

1.1

Glucose

g/L

0

0

0.61

6.0 ～ 7.5

6.4

7.3

0.9

1.0

1.0

pH
Osmoticpressure

Ratiowithsaline

CSF :cerebrospinalfluid

患者背景としては高血圧症の既往，抗凝固薬・抗

られなかった。各群間の患者背景の比較では高血圧

血小板薬の内服，外傷の既往の有無，外傷から手術

症の既往，抗凝固薬・抗血小板薬の内服に関して有

までの日数，術前の血腫量で有意差がみられた。高

意差がみられたため，合併症の発症に差が出る可能

血圧症の既往に関しては乳酸リンゲル液群で少なく，

性が考えられたが，統計学的に有意差はみられな

人工髄液群で多かった。これは時代の変化で健康志

かった。術後因子に関しては，乳酸リンゲル液群で

向によって血圧のコントロールを行う人が増えたこ

再発までの日数が短く，術翌日・術 1 週間後とも残

とで高血圧症の既往が増えたと考えられる。以前は

存血腫量は人工髄液群で有意に多かった。乳酸リン

通院歴がないため既往なしが多かったと考えられる。

ゲル液群は再発例では血腫の再貯留が早いと考えら

抗凝固薬・抗血小板薬の内服に関しても，人工髄液

れる。人工髄液は残存血腫が多く血腫吸収に時間が

群で多い理由として，やはり定期的に通院する人が

かかっていると考えられるが再発が増えることはな

増加し脳梗塞や心筋梗塞の予防のために内服してい

かった。

る人が増えたと考えられる。外傷の既往は乳酸リン

今回の結果から，各洗浄液の組成を検討して考察

ゲル液群で多かった理由として，近年は外傷の既往

した。乳酸リンゲル液，生理食塩水および人工髄液

なしに慢性硬膜下血腫を発症する人が増えていると

の組成を Table 5 に示す。乳酸リンゲル液，生理食

考えられる。また，外傷の既往がある症例では人工

塩水，人工髄液を比較すると，K+，Ca2+が生理食塩

髄液群で外傷から手術までの日数が短かった。これ

水にはなく乳酸リンゲル液と人工髄液に存在する。さ

らは抗凝固薬・抗血小板薬の内服が増えていることと

らに，人工髄液には Mg+，HCO3–，P，Glucose が存

関係している可能性が考えられる。つまり，以前は

在する。Lactate–は乳酸リンゲル液のみに存在する。

抗凝固薬・抗血小板薬の内服をしている人が少なく，

pH は乳酸リンゲル液では 6.0〜 7.5 と幅があり，生

外傷後に慢性硬膜下血腫を発症していたが，抗凝固

理食塩水では 6.4，人工髄液では 7.3 である。浸透圧

薬・抗血小板薬を内服している人が増えて，明らか

は生理食塩水を 1.0 とすると乳酸リンゲル液は 0.9

な外傷の既往がない慢性硬膜下血腫が増加し，外傷

で，人工髄液は 1.0 である。Na+，Cl– は生理食塩水

の既往があれば外傷から手術までの期間も短くなっ

で最も多く存在する。Ca2+は血管収縮因子であり，

ている可能性が考えられる。

凝固因子である。したがって Ca2+の存在は止血効果

各群間で再発率および合併症に関して有意差はみ

があり，再発や術後出血に有効に働く可能性が考え
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られる。手術時の出血には Ca2+や K+が含まれるこ

れる。しかし，術後の残存血腫は人工髄液で吸収が

とで生理食塩水と比較して人工髄液は止血効果があ

遅いことは脳組織に対する急激な変化をもたらさな

ることが指摘されている 3）。今回の検討では術後出

いことであり低侵襲である可能性が考えられる。

血に関しては，統計学的に有意差はみられなかった。
術翌日，術 1 週間後とも人工髄液で統計学的に有意

Ⅴ─────────────── おわりに ─

に残存血腫量が多かった。Ca2+や K+の存在は慢性硬
膜下血腫の術後出血や術後の残存血腫量に関しては

慢性硬膜下血腫の初回穿頭術に対して，洗浄液別

特に影響を与えないと考えられた。浸透圧が 0.9 で

の再発率および合併症に関して検討した。統計学的

あることは，浸透圧比によって血腫腔内の液が早期

に有意差はなく，洗浄液は乳酸リンゲル液でも生理

に減少する可能性がある。ヒトの脳脊髄液や血液の

食塩水でも人工髄液でも問題ないと考えられた。人

浸透圧はおよそ 1.0 である。0.9 の乳酸リンゲル液と

工髄液は慢性硬膜下血腫穿頭術の洗浄液としても脳

半透膜としての作用をなし得るとされる血腫外膜や

組織に対して低侵襲である可能性が考えられる。

内膜を隔てて接していれば，液体成分は乳酸リンゲ
ル液から脳脊髄液や血液側へと移行する 17）。そのた
め血腫内溶液が減少する可能性があると考えられる。
今回の検討では術翌日，術 1 週間後の残存血腫量に
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the emergency room for severe brain injury :
analysis of 53 cases
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長嶋 宏明 1
高岡

諒2

相原 英夫 1
甲村

当麻 美樹 2

英二 3

1

兵庫県立加古川医療センター 脳神経外科

2

兵庫県立加古川医療センター 救命救急センター

3

神戸大学大学院医学研究科 脳神経外科学分野

Key words :
Severe traumatic brain injury
Acute subdural hematoma
Trephination
ICP monitoring

Received September25,2013
Accepted December3,2013
Neurotraumatology 36 : 188–195, 2013

HIROAKI NAGASHIMA1, HIDEO AIHARA1, YOSHIKI TOHMA2
MAKOTO TAKAOKA2, EIJI KOHMURA3
Departments of 1Neurosurgery and 2Acute Care Medical Center,
Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center
3Department of Neurosurgery, Kobe University School of Medicine

Purpose: We examined the usefulness and limitations of
burr-hole surgery in the emergency room by retrospectively
investigating the characteristics and outcomes of patients
who underwent the burr hole surgery for traumatic severe
brain injury.
Methods : A total of 53 patients underwent burr-hole
surgery in the emergency room. We analyzed a preoperative factors such as GCS score on admission; systolic blood
pressure; pupil findings; blood tests (fibrin degradation
product (FDP), D-dimer); morphology of hematoma; ICP
immediately after burr-hole surgery; and the mean interval
from contact to emergency service to burr-hole surgery.
Patients were devided into groups on the basis of diffuse
injury (DI) groups and evacuated mass lesion (EM) groups
in accordance with National Traumatic Coma Data Bank
(TCDB) classification. Student's t-test and Fisher's exact
probability test as statistical analysis were conducted with
a significance level of p<0.05.
Results : 1) FDP and D-dimer were significant prognostic
factors in all patients; 2) survival following burr-hole surgery
alone was common among DI group with mild impairment
of the coagulopathy and no extensive brain swelling, and in
whom ICP could be controlled with subdural drainage; 3)
survival following additional craniotomy following burrhole surgery alone was common among EM group with mild
impairment of the coagulopathy and mild brain parenchymal injury; 4) in patients with a GCS score of 3, FDP and Ddimer were significant prognostic factors; and 5) patients
with shock, such as complication by pelvic fracture, experienced particularly poor outcomes.
Conclusion: Burr-hole surgery in the emergency room was
considered useful for the following purposes: 1) quick
reduction of intracranial pressure at an early stage prior to
craniotomy in the EM group; and 2) managing hematomas
and controlling ICP with cerebrospinal fluid drainage in the
DI group. 3) Survival was possible under certain conditions,
even in the most severe cases such as GCS score of 3.
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Table 1 Patient characteristics of good recovery group and poor outcome group

Good outcome group

Poor outcome group

n=12

n=41

DI:8 ⁄ EM:4

DI:16 ⁄ EM:25

0.14

48 ± 24

61 ± 21

0.1

8

25

0.61

7.8 ± 3.5

6.1 ± 3.7

0.8

FDP (µg/ml)

156.5 ± 155.8

353.6 ± 374.5

0.006

D-dimer (µg/ml)

80.0 ± 268.9

188.2 ± 208.9

0.007

Headinjuryarone

5

20

0.66

SystricBP<90 mmHg

2

7

0.21

25.5 ± 27.1

30.9 ± 25.7

0.78

4

22

0.97

135.1 ± 46.0

111.3 ± 35.0

0.67

TCDB classification
Age(mean ± SD)
Burrholesurgeryalone(no.)
GCS(mean ± SD)

InicialICP(mmHg)
Pupilabnormalities(no.）
Intervalfromcontacttoemergencyservicetoburr-hole
surgery (minutes)

P value

Good outcome group:GOS:GR,MD,Poor outcome group :GOS :SD,VS,D
DI : diffuse brain injury, EM: evacuated mass lesion, ICP : intracranial pressure, GCS : Glasgow Coma scale, GOS :
Glasgow Outcome scale,GR:good recovery,MD:moderate disability,VS:vegetative state,D :death,BP:blood pressure

に則って重症頭部外傷に対して，積極的に穿頭術を

Ⅰ─────────────── はじめに ─

行ってきた。今回の研究では，同治療を行った症例

重症頭部外傷，特に搬送時 Glasgow Coma Scale

の特徴，転帰などを retrospective に考察し，重症外

（GCS）8 点以下の重症例は，各地での救命センター

傷超急性期の初期対応としての穿頭術の有用性，適
応，限界などに関して考察した。

の整備，ICU におけるモニタリングシステムの充実
など，ハード，ソフト面含めた total な外傷診療レベ
ルの進歩した現在においても，近年のデータ（頭部外

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

傷データバンク 2009）で死亡率 45.4％8）という高値で
ある。GCS のみでの評価では，重症頭部外傷症例の

2009 年 11 月から 2012 年 11 月の 3 年間で頭蓋内

中でも各々の脳損傷の病態は様々であるが，脳腫脹

病変を認めた頭部外傷 278 例中，初療室にて穿頭術

や脳浮腫といった二次的脳損傷を最小限に抑えるこ

を施行した 53 例を対象とした。年齢は 14〜89 歳（平

とが初期治療 strategy の中心であることには疑いが

均 61.5 歳 ），男 性 34 例 ，女 性 19 例 。受 傷 機 転 は ，

ない。そのような観点からも，迅速な Intracranial

交通事故 39 例，転倒 7 例，転落 7 例で，頭部単独外

pressure（ICP）制御目的で，急性硬膜下血腫や一部の

傷 25 例，多発外傷 28 例であった。来院時 GCS は

急性硬膜外血腫などの症例で初療室での穿頭術が

平均 6.6（3〜14）であり，GCS 3 点が 17／53 例（32％）

行われるようになって

8,9,13）おり，本邦のガイドライ

を占めていた。原則，搬送時 GCS 8 以下の症例を初

通常の開頭

療室穿頭術の適応としたが，当初 GCS 9 以上から急

術を行う時間的余裕がないと判断される場合，② 合

速なレベル悪化を認めて穿頭術を行った例も今回の

併損傷などで移動することが不可能と判断される場

検討対象とした。年齢や家族背景から穿頭術の適応

合，など，適応が考えられるとしている。当施設で

外と判断した症例はなかった。画像所見は，National

は，救命センターの開設以来，上記のガイドライン

Traumatic Coma Data Bank（TCDB）分類において，

ン

16）にても，初療室穿頭術に関して，①
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Table 2 Comparison between survival and dead case of burr hole surgery alone

Survive 17 cases

Dead 16 cases

P value

65 ± 13

70 ± 13

0.23

12 ⁄5

7 ⁄9

0.11

7.0 ± 3.1

4.4 ± 2.6

0.015

FDP (µg/ml)

144.9 ± 202

560.4 ± 479

0.004

D-dimer (µg/ml)

73.8 ± 102.2

317.0 ± 271.1

0.0017

InicialICP(mmHg)

24.6 ± 22.9

38.8 ± 30.7

0.188

Intervalfromcontacttoemergencyservicetoburr-hole
surgery(minute）

126.7 ± 40.7

103.3 ± 30.3

0.074

GOS : GR 2, MD 6, SD 3, VS 6
Age (mean ± SD)
DI⁄EM
GCS

ICP:intracranial pressure,GCS:Glasgow Coma scale,GOS:Glasgow Outcome scale,DI:diffuse brain injury,EM:evacuated
mass lesion,GR:good recovery,MD:moderate disability,VS:vegetative state,D:death

Evacuated mass lesion（EM）が 29 例，diffuse injury

④ 高浸透圧利尿剤も漫然とした定期投与は行わない，

（DI）が 24 例であった。来院時心肺停止状態での穿

⑤ 体 温（直 腸 温 ）： 36℃ を 目 標 と し た normo-mild

頭術症例はなかった。救急隊覚知から病着までの時

hypothermia，⑥ 上記のあらゆる管理にても制御困難

間は 16〜120 分（平均 49 分）
，同覚知から穿頭術まで

な脳圧亢進に対しては，バルビツレイト治療や低体

47〜204 分（平均 115 分）であった。

温治療の強化は行わず，全身状態が許せば，髄液ド

年齢，来院時 GCS，収縮期血圧，瞳孔所見，血液

レナージや減圧開頭など，方策的に可能な範囲での

検査（FDP，D-Dimer）
，血腫の形態，穿頭直後 ICP，

外科的減圧を考慮する，といった方針としている。

覚知から穿頭までの時間を解析し，転帰（Glasgow

本研究は，穿頭術に関する検討であるため，脳挫傷

outcome scale: GOS）との関連を考察した。Student t

を伴わない急性硬膜外血腫症例などで速やかに手術

検定を用い，p<0.05 を有意とした。

室での開頭が可能と判断した症例に対しては，穿頭
術なしで開頭術を行っており，今回の検討からはは
ずれている。

─ 当施設における重症頭部外傷治療指針 ─
Ⅲ─
GCS 8 以下で画像上頭蓋内病変を有する症例には，
原則，初期治療室にて穿頭を行い，硬膜下（外）血腫を
洗 浄 後 ， 脳 実 質 内 に ICP セ ン サ ー （Codman

Ⅳ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕穿頭術施行全例： 53 例（Table 1）

Microsensor: Codman, MA, U.S.A.）を留置，最近で

転帰に関して，良好群（GR, MD：12 例）と不良群

は硬膜下病変が少量であっても操作上可能であれば

（SD, VS, D： 41 例）に分けての解析では，搬送時

硬膜下ドレナージを留置することとしている。穿頭

FDP（p=0.006）と D-dimer（p=0.007）の高値が予後不

後に再度 CT を撮影して，血腫や腫脹の状態，変化

良に関する有意な因子であった。統計学的に有意で

を確認，initial ICP の評価と併せて，引き続きの治

はなかったが，転帰良好群は，TCBD 分類での DI

療方針（開頭術か保存的か）を決定している。救急医

が多く，年齢は若年，来院時収縮期血圧低値（ショッ

と脳外科医を中心とした ICU での ICP 指向性の治療

ク症例）が少ない傾向であった。

としては，① 十分な鎮静，筋弛緩，気管内挿管，頭
位挙上（20〜30°）
，② PaCO2：normocapnia，③ バル

〔 2 〕穿頭術のみ： 33 例（Table 2）
，転帰は GOS：GR 2，MD
生存例 17／33 例（52％）

ビツレイトは bolus 投与のみで持続投与は行わない，
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Fig.1-a (Case1) CT scan on arrival showing bilateral
subdural hematoma and traumatic subarachnoid hemorrhage.

Fig.1-b (Case1) Post-operative CT scan showing placed
external ventricle drainage.

Fig.1-c (Case1) MR imaging 1 month after brain injury
revealing several brain contusion.
Fig.1-d (Case1) Shematic drawing of clinical course of
Case 1.

6，SD 3，VS 6 例であり，死亡群と比して DI：12 例，

性髄液が排出，ICP は 3〜5 mmHg で推移した。ICP

EM：5 例で DI 群が多い傾向があった（p=0.11）。そ

が安定していたため，術後 2 日目に硬膜下ドレナージ

の他，生存群は GCS が有意に高く（p=0.015），FDP

を抜去したところ，同日に ICP は 30 mmHg 程度まで

（p=0.004），D-dimer（p=0.0017）が有意に低値であっ

亢進し，緊急で脳室ドレナージ（EVD）術を行った。

た。また，有意差はなかったが，Initial ICP が低く，

以後髄液排出 200〜250 ml／日，ICP は 3〜5 mmHg，

画像にても高度の脳腫脹を伴わない傾向があった。硬

CPP 60〜 90 mmHg で 推 移 し ，day 13 に EVD を 抜

膜下ドレーンは 14 例，平均 3 日（0〜13 日）留置し

去，GOS: MD で転院された（Fig.1-c,d）
。

た。うち 2 例（1 例は脳室ドレナージに変更）では髄
液ドレナージとなって ICP 制御に有用であった。代

〔 3 〕穿頭術＋開頭術： 20 例（Table 3）
生存は 12／20（60％）例，転帰は GOS：GR 1，MD

表症例を提示する。
症例 1：60 歳，男性，交通外傷，搬送時 GCS 7，瞳

3，SD 3，VS 5 例であり，DI：3 例，EM：9 例で EM

孔同大，対光反射迅速で頭部単独外傷であり，FDP:

群が多かった（p=0.65）。生存例は来院時の FDP，D-

140.8 µg/ml，Ddimer: 71.4 µg/ml と上昇を認めた。頭

dimer が低い傾向があった。穿頭のみの症例群と異

部 CT（Fig.1-a）では，外傷性くも膜下出血と少量の右

なって，転帰と，GCS および Initial ICP との関連は

急性硬膜下血腫を認め，TCDB 分類にて DI 群であっ

ほとんど認めなかった。画像的には，脳挫傷を伴わ

た。初療室穿頭，硬膜下ドレナージ留置し，脳実質内

ない単純血腫型の症例が多い傾向であった。代表症

ICP センサー留置を行った（Fig.1-b）。術後 ICU 管理

例を示す。
症例 2：28 歳，女性，スノーボード外傷で 150 km

を行い，硬膜下ドレナージからは 150〜200 ml／日の血
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Table 3 Comparison between survival and dead case of burr hole surgery + decompressive craniotomy

Survive 12 cases

Dead 8 cases

P value

49 ± 26

53 ± 31

0.367

3 ⁄9

4 ⁄8

0.65

7.1 ± 3.8

8.8 ± 4.7

0.4

FDP(µg/ml)

195.7 ± 173.5

291.2 ± 146.1

0.22

D-dimer(µg/ml)

103.8 ± 98.6

133.0 ± 69.2

0.48

InicialICP(mmHg)

27.9 ± 30.0

30.0 ± 17.6

0.88

Intervalfromcontacttoemergencyservicetoburr-hole
surgery(minute）

150.2 ± 99.8

108.4 ± 41.8

0.084

GOS : GR 1, MD 3, SD 3, VS 5
Age (mean ± SD)
DI⁄EM
GCS (mean ± SD)

ICP:intracranial pressure,GCS:Glasgow Coma scale,GOS:Glasgow Outcome scale,DI:diffuse brain injury,EM:evacuated
mass lesion,GR:good recovery,MD:moderate disability,VS:vegetative state,D:death

Fig.2-a (Case2) CT scan on arrival showing left acute
subdural hematoma with severe midline shift.

Fig.2-b (Case2) Post operative CT scan showing evacuation of subdural hematoma.
く単純型の急性硬膜下血腫であった（Fig.2-a）
。初療
室にて穿頭術を行い，硬膜下ドレーンを留置，血腫
は硬く血腫の流出は少量であったが GCS 4 に改善，
瞳孔が右の縮瞳を認めたため，早急に手術室へ移動
し開頭血腫除去術，外減圧を行った（Fig.2-b）
。術後

ICP の亢進なく，day 24 に頭蓋形成を行い，GOS :
SD で転院となった（Fig.2-c）。
Fig.2-c (Case2) MR imaging 1month after brain injury
revealing a mild atrophic brain and post herniated sign.

〔 4 〕最重症およびショック合併症例
・ GCS 3 ： 17 例
生存は 6／17 例（35％）
，転帰は GR 0，MD 1，SD 1，

先からドクターヘリ搬送，搬送時 GCS 3，瞳孔両側

VS 4 例と不良であった。FDP，D-dimer が，予後規

散大，対光反射消失，頭部単独外傷であり，FDP:

定因子となっていた。

81.1 µg/ml，D-dimer: 37.5 µg/ml と軽度上昇してい

・来院時ショック（収縮期血圧 90 mmHg 以下）： 9 例
生存は 3／9 例（33％）
，転帰は GR 1，MD 0，SD 1，

た。頭部 CT にて，左急性硬膜下血腫による強度の

VS 1 例と不良であった。全例骨盤骨折がショックの

midline shift と脳ヘルニアを認めたが，脳挫傷はな
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主要原因であった。6 例で TAE 施行，全例初療室穿

術は止血が容易となる受傷 4 時間後に行う方針とし

頭術のみの施行であった。

た結果，救命率が上昇したと報告している。当シ
リーズにおいても，若年の DI 症例で，穿頭により急
性期に ICP を一時的にでも安定し得た結果，開頭術

Ⅴ─────────────── 考

が受傷後 12 時間で施行となった例があったが，術中

察 ─

の出血コントロールが超急性期よりも容易である印

〔 1 〕初療室穿頭患者の予後：

象であった。重症外傷の重要な予後規定因子が凝固

転帰良好群，転帰不良群の特徴

線溶系の異常の程度であるとした場合，超急性期の

対象が若干異なるが，初療室穿頭術を必要とする

止血の困難な時期に大開頭術を行ってさらに凝固障

ような重症頭部外傷での死亡率は 50〜60％程度であ

害を増悪させる危険性を考慮すると，初療室での穿

り，転帰良好群は 20％程度

頭術による急性期減圧は，理にかなった治療戦略で

7,12,17）に過ぎない。自験

例では GCS 8 点以下の重症頭部外傷 53 例の検討で，
死亡率 45％，転帰良好 22％と，これまでの報告とほ
ぼ同様の結果であった。重症頭部外傷は合併損傷も

あるとも考えられる。

〔 2 〕初療室穿頭の病態による意義

多く，しばしば病態が複雑となり，短期間で最小限

1） EM 群において：主に開頭術前の早期減圧として

の情報から治療優先順位をつけなければならないた

ガイドライン 6）にも記載があるように，通常の開

め，以前から様々な予後予測因子が報告されている。

頭術を行う時間的余裕がない，すなわち，手術場の

各臨床パラメータの検討では GCS，CT 所見（中脳周

準備などの問題で実際に開頭に至るまでかなりの時

囲槽消失），瞳孔所見

8）が転帰と相関する因子とし

間を要する場合の，開頭前の早期の時間稼ぎ的な減

て，挙げられている。しかし一方で両側瞳孔の異常

圧としての穿頭の意義は大きい。穿頭のみで血腫の

が必ずしも転帰を反映するものではないとの報告も

mass effect を大きく減じることは困難であろうが，

7,10）
。また重症頭部外傷では凝固線溶系の異常

GCS 3 で瞳孔両側散大，対光反射消失を認めていた

を伴いやすく，FDP や D-dimer の高値が脳損傷の程

症例 2 のような症例であっても，穿頭術後に臨床症

度を反映し転帰と関連があるとされている

4,5,15）
。本

状が改善し，開頭術へ移行して良好な転移が得られ

研究では，年齢や GCS，血腫の形態，initial ICP な

る例も存在する。一次性脳損傷の少ない症例では穿

ど，各種パラメータと患者の転帰との相関を解析し

頭術の治療成績は比較的良好とされる報告あり 8），本

た結果，転帰不良群では有意に FDP，D-Dimer が高

シリーズからも，EM 群の中でも脳挫傷などの実質

値であり，これらが予後予測因子となりうる可能性

損傷の少ない，すなわち一次脳損傷が軽度と考えら

が示唆された。

れる例においては，開頭術前の早期減圧目的での穿

ある

穿頭術のみ行った症例に限定しての解析において

頭術は特に意義が大きいと考えられる。

2） DI 群において：主に血腫，髄液ドレナージによる

も，FDP，D-Dimer の高値と死亡率には正の相関を

ICP 制御

認めているが，このシリーズ 33 例中の死亡 16 例で
は EM 群が 9 例を占めている。これらの多くの例で

穿頭で硬膜切開を行った際に，髄液混じりの硬膜

は引き続きの開頭術を念頭においての穿頭であった

下腔の血腫が high pressure にて噴出，以後の硬膜下

が，ショックバイタルが継続したり，穿頭後の CT

腔洗浄操作で当初高値であった ICP が低下してくる

で皮髄境界が不鮮明となり，全体的に低吸収となり

ことは，よく経験される。Mass effect を持たない DI

が全脳虚血の様相を呈している場合など，いずれも

例では画像所見と実際の ICP との解離，すなわち，

開頭術不能，適応外と判断された症例であり，やは

CT でシフト所見なく脳腫脹も軽度と考えられる症例

り当初の重症度が死亡率にも直結していると思われ

でも，ICP センサー留置すると著明な ICP の亢進を

る。

認める例があり，ICP モニタリングと同時に減圧処

高山ら 14）は重症頭部外傷における D-dimer のピー

置にもなる穿頭を行う意味があると考えられる。ま

クは受傷から 3 時間程度であることを報告し，開頭

た，重症外傷例では ICP 亢進とともに髄液循環障害



神経外傷 Vol.36 2013

を併発することが多く，髄液循環の改善をも目的と

その後の開頭術を含めた集中治療で救命できる可能

した脳室ドレナージが欧米を中心に行われてきてい

性あり，最重症例の中の超急性期穿頭術の適応と考

る。しかしそのような症例は，しばしば脳腫脹によ

えられる。また，頭部外傷とともに出血性ショック

る側脳室狭小化のために脳室チューブ挿入困難 3）と

を呈する症例は，その原因の多くが骨盤骨折であり，

なるため，わが国では新たな脳出血の合併の危険も

TAE，大量輸血などのショックの治療が速やかに施

あり積極的には行われていない現状がある。初療室

行される状況においてもやはり予後は不良である。本

での穿頭，ICP センサー留置，硬膜下血腫の洗浄後

シリーズにおいても，開頭まで行えた症例はなく，

に，同腔にドレナージチューブを挿入することは比

穿頭術の意義としては，TAE などの合併外傷の治療

較的容易であり，症例 1 のように，硬膜下ドレーン

中の緊急避難的意味に限られ，脳圧のコントロール

が血腫に続いて髄液の持続ドレナージとなって急性

と出血性ショックの治療を平行して行うことは，救

期の ICP 制御のために有用であった症例も存在す

急科をはじめ各診療科の救急診療体制が整備された

る。しかしながら，DI 症例の一次脳損傷の程度は

環境においても困難であることが多く，今後の大き

様々であり，急性びまん性脳腫脹が高度に進行し，

な課題でもある。

穿頭術のみ，また髄液ドレナージのみでの減圧には
限界のある例も多く，当シリーズの中でも，若年者

Ⅵ─────────────── おわりに ─

の 2 例に両側前頭開頭による外減圧を追加して良好
な結果を得た。DI 群に対する減圧開頭の，確立され

重症頭部外傷における，予後の大きな規定因子と

た適応，方策などを論じるのは困難であるが，特に

しての凝固線溶系マーカーの高値症例，すなわち脳

若年者に対しての減圧開頭は転帰を改善すると考え

実質損傷が重度，あるいは骨盤骨折合併でのショッ

ICP 制御困難な症例に対

クなど他臓器の損傷も重症な例においては，穿頭術

られており

1,5）
，穿頭のみで

しては，早期に減圧開頭を考慮することも重要と思

の有用性は少ないと思われるが，EM 群において，

われる。

一次脳損傷が比較的軽度な例においての開頭術前の
穿頭術は早期減圧の意味で意義があり，また DI 群に

〔 3 〕最重症例，出血性ショック合併症例について

おいては血腫や髄液ドレナージによる ICP 制御の意

GCS 3 点の重症頭部外傷の死亡率は約 80％という

味で，救命および予後改善に有用である可能性が考

高率であり 2），そもそも外科的治療適応外との意見

えられる。GCS 3 という最重症例では，一定の条件

もある 11,13）。その中で，同症例群において転帰良好

が揃った症例に限って，穿頭術が威力を発揮すると

を期待できる因子として，来院時 CPA でない，瞳孔

言えるが，ショック合併例は極めて予後不良，よっ

異常なし，安定した循環動態（収縮期血圧 132 mmHg

て穿頭術は緊急避難的意義に限られ，total な治療体

以上，心拍数 100／分以下，呼吸回数 22／分以上），

制，治療 strategy を含めて今後の課題である。

血糖 184 mg/dl 以下，CT で頭蓋底骨折，気脳症，く
も膜下出血がない，Injury Severity Score: ISS 25 点
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Clinical characteristics and problems of chronic
subdural hematoma in elderly patients
maintained with chronic hemodialysis

慢性硬膜下血腫の臨床像と問題点
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Background and Purpose : Chronic hemodialysis (HD) has
been known as a risk factor for chronic subdural hematoma
(CSH), although clinical characteristics of CSH have not been
clarified in HD patients. In this paper, clinical characterisitics
of CSH are investigated in HD patients, and clinical problems
of those are discussed.
Materials and Methods: Twenty-seven HD patients with CSH
are involved in this study. Age, gender, cause of trauma, preconditioning with anti-coagulant ⁄ platelet therapy, symptom,
Glasgow Coma Scale (GCS) scores, Glasgow Outcome Scale
(GOS) scores, recurrence rate, complications are summarized
from medical records, to compare with 348 non-HD cases
with CSH as control.
Result: Pre-traumatic conditioning with anti-coagulants
or -platelets is more frequent in HD than control. Initial
symptoms, as well as GCS scores, are more severe in HD
than control. GOS scores are significantly worse in HD
than control, although more than 85% of patients result in
favorable outcome even in HD patients. Mean duration of
administration is significantly longer in HD than control.
Recurrence rate seems higher in HD than control, but not
significant. Main reasons of poor outcome are cerebral
infarction, cardiac failure, pneumonia, and so on.
Conclusion : Early diagnosis and treatments may be important to improve outcome of CSH in HD patients, as well as
appropriate treatments for both coagulopathy induced by
preconditioning with anti-coagulants ⁄ -platelet therapy, and
general complications.

頻度も著しく増加しており，人口 10 万人あたりの発

Ⅰ─────────────── はじめに ─

生頻度は約 20.6 人／年と報告されている 6）。近年の

慢性硬膜下血腫は，脳神経外科医が日常診療にお

著しい高齢化が慢性硬膜下血腫の増加の主因となっ

いて最も良く遭遇する疾患であり，高齢者に好発す

ていることは疑いないが，年齢以外の危険因子を持

ることが知られている。世界に類をみない急速な高

つ症例も増加していることも一因と考えられてい

齢化が進む本邦においては，慢性硬膜下血腫の発生

る 6）。
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日本透析医学会の統計によれば，2011 年末時点で

診療録の記載から，性，年齢，受傷原因，抗凝固／

の本邦における慢性血液透析患者数は約 30 万人で，

抗血小板療法の有無，症状，重症度，転帰，再貯留・

毎年 8000 人ずつ増加し続けているとされる。慢性血

再発率，合併症等の臨床的特徴や治療の要点につい

液透析は抗凝固・抗血小板療法などとともに慢性硬膜

て検討した。また，同時期に当科にて治療を行った

下血腫の危険因子と考えられており

4,12,13,14,16）
，近年

非透析慢性硬膜下血腫 348 例（M : F = 232 : 116，平

の血液透析患者数の増加に伴い，慢性硬膜下血腫を

均年齢 = 73 ± 13 歳）を対照として，前述の臨床諸因

合併した血液透析症例を少なからず経験するように

子について比較検討を行った。

なった。しかし，その臨床像や治療・管理指針，予

統計学的手法として，透析群と対照群の 2 群間の比

後等についての包括的な研究は少なく不明な点が多

較は paramteric data では t-検定を用い，non-parametric

い。

data では χ2 検定，Mann-Whitney U 検定を用いた。

そこで今回我々は，慢性硬膜下血腫を合併した血

透析患者における年齢・重症度と転帰との相関は

液透析自験例を対象に，その臨床像と問題点につい

Spearman Correlation Coefficient 検定を用いて検討

て検討したので報告する。

した。p<0.05 をもって統計学的有意差とした。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
2006 年〜2012 年の 7 年間に当科に入院し，慢性硬

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕患者背景

膜下血腫の診断にて治療を行った慢性血液透析症例

男女比は透析群 M : F = 21 : 6，対照群 M : F = 232 :

27 例（M : F = 21 : 6，平均年齢 = 76 ± 7 歳）を対象と

116 で，透析群において男性が多い傾向はあるもの
の，統計学的な有意差は認められなかった（p>0.25，

した。
血液透析管理指針としては，全症例において当科

χ2 検定）。また，平均年齢は，透析群 76 ± 7 歳，対

入院後の血液透析は術前・術後ともヘパリンの代用と

照群 73 ± 13 歳で統計学的有意差は認められなかっ

してメシル酸ナファモスタット（フサン®）を使用し，

た。

血流量 150 ml/min，透析時間 4〜5 時間で，週 3 回の

病前からの抗凝固／抗血小板療法の有無について

血液透析を行った。体液は normovolemia 管理とし，

は，透析群では 27 例中 17 例（63％）が抗凝固／抗血小

1 日総輸液量（500 ml）+（前日尿量）
－
（経口飲水量），連

板療法を受けていたのに対し，対照群で抗凝固／抗血

日の体重測定，中心静脈圧測定を行った。

小板療法を受けていたのは 348 例中 67 例（19％）であ

外科的治療としては，CT 等の画像診断上，明らか

り，透析群では抗凝固／抗血小板療法を受けている頻
度が統計学的に有意に高かった（p<0.005，χ2 検定）

な mass effect を有する慢性硬膜下血腫で，血腫に起
因する神経症状を呈するものを手術適応とした。手
術方法は，局所麻酔下に穿頭してドレナージを留置
する単独ドレナージ法とし，血腫腔内洗浄は行わな

（Fig.1）
。

〔 2 〕受傷原因

かった。ドレナージの留置は原則 24 時間以内とした。

受傷原因は透析群では，転倒・転落 8 例（30％）
，交

病前から抗凝固療法（ワーファリン®）を施行されてい

通事故 1 例
（4％）
，その他 1 例
（4％）
，不明 17 例
（63％）

た例では，入院時 PT-INR≧1.35 の場合は vitamin K

であった。対照群では，転倒・転落 179 例（51％）
，交

（ケイツー®）
20

mg を 1〜数 A 投与し，PT-INR < 1.35

通事故 26 例（8％）
，その他 39 例（11％）
，不明 103 例

となってから手術を行った。また，病前から抗血小

（30％）であった。透析群において受傷原因不明の頻度
が統計学的に有意に高率であった（p<0.005，χ2 検定）

板療法を施行されていた場合には，原則として 7 日
間の休薬後に手術を行った。CT は術前ならびに術後

1, 3, 7 日目の撮影をルーチンとし，7 日目の CT で血
腫の残存または再貯留が認められる場合には，以降

（Fig.2）
。

〔 3 〕症状・重症度・受傷から入院までの期間

2〜4 週毎に残存血腫が消失するまで追跡した。

症状は，透析群では片麻痺・失語症などの巣症状
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Fig.1 Frequency of pre-traumatic conditioning with anti-coagulants ⁄ -platelets.

Note: Pre-traumatic conditioning with these agents are more frequent in hemodialysis patients than control (p<0.005, χ2-test).

Fig.2 Cause of trauma.

Note: Unknown cause of trauma is more frequent in hemodialysis patients than control (p<0.005, χ2-test).

18 例（67％），意識障害 8 例（30％），精神活動の遅延

（5％），GCS 3 – 8：6 例（2％）であった。透析群は対

や記銘力障害などの認知症様症状 2 例（7％）
，頭痛 2

照群よりも統計学的に有意に重症の頻度が高かった

例（7％）であった。一方，対照群では巣症状 250 例

（p<0.05，Mann-Whitney U 検定）
（Fig.3）
。

（72％），意識障害 33 例（10％）
，認知症様症状 20 例

受傷原因が明らかな症例（透析群 10 例，対照群

（6％），頭痛 94 例（27％）
，尿失禁 17 例（5％），その

214 例）で受傷から入院までの期間を比較すると，透

他 14 例（4％）であり，透析群では意識障害などの重

析群では平均 84 ± 65 日，対照群では 59 ± 40 日で，

篤な症状を呈する割合が高く，対照群では頭痛など

透析群で有意に長期間を要していた（p<0.05，t-検

の軽症状で診断される割合が高かった（Table 1）。

定）。

入院時重症度（Glasgow Coma Scale; GCS）は，透
析群では GCS 13 – 15： 21 例（78％）
，GCS 9 – 12： 3

〔 4 〕血液透析管理・転帰

例（11％），GCS 3 – 8：3 例（11％）であった。対照群

全例で手術が施行されたが，周術期に慢性硬膜下血

では GCS 13 –15：325 例（93％）
，GCS 9 –12：17 例

腫が増悪した例はなく，手術関連合併症の発生も認め
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Table 1 Symptoms

hemodialysis

control

18 (67%)

250 (72%)

depressionofalertness

8 (30%)

33 (10%)

dementia

2 (7%)

20 (6%)

headache

2 (7%)

94 (27%)

focalsigns(hemiparesis,aphasia,etc.)

urinaryincontinence

0

17 (5%)

others

0

14 (4%)

Fig.3 Galsgow Coma Scale (GCS) scores on admission.
Note: GCS score is significantly lower in hemodialysis patients than control (p<0.05, Mann-Whitney U test).

られなかった。転帰（Glasgow Outcome Scale; GOS）

例などの合併症であった（Table 2）。また，性，年

は，透析群では GR 17 例（63％）
，MD 6 例（22％）
，

齢，術前重症度，抗凝固／抗凝固療法の有無は，いず

SD 3 例（11％），PVS 1 例（4％）で，GR + MD の転帰

れも再貯留／再発率との間にも統計学的に有意な相関

良好例は 85％に達した。一方，対照群では GR 310 例

は認められなかった。

（89％）
，MD 28 例（8％）
，SD 9 例（3％）
，PVS 1 例
（0.3％）で，透析群は統計学的に有意に転帰不良で

Ⅳ─────────────── 考

あった（p<0.05，Mann-Whitney U 検定）
（Fig.4）
。再貯

察 ─

留・再発は，透析群では 27 例中 5 例（19％）であった

本研究より，慢性血液透析患者における慢性硬膜

のに対し，対照群では 348 例中 25 例（7％）で，透析群

下血腫の特徴として，非血液透析例と比較すると，

で再貯留・再発率が高い傾向が認められたが，統計学

① 受傷原因が明らかでない場合が多いこと，② 病前

p>0.05，χ2 検

からの抗凝固・抗血小板剤内服例が多いこと，③ 重

的有意差は認められなかった（0.10 >

症例が多いこと，④ 受傷から診断・入院まで長時間

定）
。
透析群 26 例において，性，年齢，術前重症度，抗

を要していること，⑤ 転帰不良であること，および

凝固／抗凝固療法の有無，のいずれも転帰との間に統

⑥ 転帰不良の主な原因は全身合併症であること，な

計学的に有意な相関は認めらず，転帰不良の原因は

どが示された。血液透析に併発する慢性硬膜下血腫

脳梗塞 2 例，心不全 1 例，肺炎 1 例，消化管出血 1

については包括的な研究が少なく不明な点も多かっ
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Fig.4 Glasgow Outcome Scale (GOS) on discharge.
Note: GOS is significantly worse in hemodialysis patients than control (p<0.05, Mann-Whitney U test).

が，これらの症状は慢性硬膜下血腫軽症例の初期症

Table 2 Cause of poor outcome in hemodialyzed patients

Cerebralinfarction

2 cases

Heartfailure

1

Pneumonia

1

G-Ibleeding

1

状と区別することが困難で，慢性硬膜下血腫を併発
した場合の初期症状が看過されている可能性がある。
透析例では外傷歴を伴わない慢性硬膜下血腫症例も
少なからず存在するのは前述の通りであり，過去の
報告でも指摘されている通り 15），外傷歴の有無にか
かわらず，透析患者では頭痛や軽度の神経脱落症状
であっても慢性硬膜下血腫の併発を念頭に置いて対
処する必要があると考えられる。

たが，本研究により臨床像の特徴や問題点について，

維持透析を受けている患者に外傷性頭蓋内出血が

いくつかの有益な知見を得ることができた。以下，

発生した場合の透析方法については，エビデンスに

今回得られた知見と問題点について考察する。
まず受傷原因についてであるが，透析群では対照

乏しく現在までガイドライン等は示されていない。本

群と比較して受傷原因不明例が有意に多かった点が

シリーズでは全例で抗凝固剤としてメシル酸ナファ

挙げられる。古くから，透析例では非外傷性硬膜下

モスタットを用いた間欠的血液透析を行ったが，メ

血腫や硬膜外血腫が起こりうることが報告されてい

シル酸ナファモスタットはへパリンに比較して血中

る

半減期が短く，全身凝固への影響が少ないとされ，

9,10,15,16）
。その要因として，血液透析に際して使用

される抗凝固剤の影響や，透析により頭蓋内圧が大

本シリーズにおいても周術期に硬膜下血腫の増大・再

1,3,

出血などの出血性合併症の発生を認めなかった。加

7,8,11,16）
。すなわち，本シリーズの透析群における慢

えて，間欠的血液透析でも血流を低くして透析効率

性硬膜下血腫の受傷原因不明例の中には，非外傷性

を下げることにより頭蓋内圧変動の抑制は可能とさ

硬膜下血腫の症例が相当数含まれている可能性が示

れ 18），本シリーズでは血流を 150 ml/min として透

唆される。

析効率を低くし，頭蓋内圧変動の抑制に留意するこ

きく変動することなどの関与が推察されている

また，透析群では慢性硬膜下血腫診断時には重症

とにより，頭蓋内圧変動に伴う合併症等なく安全に

例の割合が高く，受傷から診断までに長時間を要し

透析を施行することができた。したがって，本シ

ている点も重要と考えられる。一般に，血液透析で

リーズに示した透析方法は，慢性硬膜下血腫併発時

は頭蓋内圧変動に伴う頭痛や嘔吐がしばしば起こる

の透析方法として，十分目的に適うと考えられる。
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14） Rust T, Kiemer N, Erasmus A: Chronic subdural haematomas
and anticoagulation or anti-thrombotic therapy. J Clin
Neurosci 13: 823-827, 2006.

あった。経口抗凝固薬・抗血小板薬の休薬に加えて，
透析時の抗凝固薬をメシル酸ナファモスタットに変

15） 下川尚子 , 林隆士 , 姉川繁敬 , ほか：透析中に発症した
spontaneous epidural hematoma の一例 . 脳と神経 55: 163166, 2003.

更していることも脳梗塞の発生につながった可能性
は否定できない。本シリーズでは，メシル酸ナファ

16） Sood P, Sinson GP, Cohen EP: Subdural haematomas in
chronic dialysis patients: Significant and increasing. Clin J Am
Soc Nephrol 2: 956-959, 2007.

モスタットの使用は入院時から術後 3 日程度まで，経
口抗凝固薬・抗血小板薬の休薬も同様に術後 3 日程度

17） Vujkovac B, Sabovic M: Treatment of subdural and intracerebral haematomas in a haemodialysis patient with tranexamic
acid. Nephrol Dial Transplant 15: 107-109, 2000.

までとしているが，術前の出血の拡大を抑制し，術
後出血や再出血あるいは再発を抑制するのに適切な
休薬時期について明らかにした報告はない。今後，

18） Yoshida S, Tajika T, Yamasaki N, et al: Dialysis disequilibrium syndrome in neurosurgical patients. Neurosurgery 20:
716-721, 1987.

更なる症例と知見の積み重ねにより明らかにされる
べき点と思われる。

■ 刈部 博
（仙台市立病院 脳神経外科）
文

〒 984-8501 仙台市若林区清水小路 3-1
TEL: 022-266-7111 / FAX: 022-214-7706
E-mail: karibe@nsg.med.tohoku.ac.jp

献

1） Bertrand YM, Hermant A, Mahieu P, et al: Intracranial pressure changes in patients with head trauma during hemodialysis. Intensive Care Med 9: 321-323, 1983.



神経外傷 Vol.36 2013

症例報告
Official Journal of The Japan Society of Neurotraumatology

神経外傷 36（2013）202 – 205

頭部外傷時の CT にて偶然見出された

medulloblastoma の１例

A case of medulloblastoma which was identified
incidentally at CT examination for the trauma
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This report presents a case of medulloblastoma which was
identified incidentally at the CT examination for the trauma.
A 5 years old male patient consulted the hospital for minor
head injury and the CT examination was judged to be
normal. The patient consulted our hospital again for the
continuous headache. CT scan and gadolinium-enhanced
magnetic resonance imaging showed the massive tumor in
the posterior fossa. The lesion was subtotally removed and
the pathological diagnosis was medulloblastoma. The
patient was treated with irradiation and chemotherapy
thereafter and no recurrence has been found 2 years and 6
months after the trauma.
In the radiological examination of the traumatic injury,
the interpretation of radiogram should be performed in a
careful manner bearing in mind the possibility of incidental
other lesions such as brain tumor.
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し寝込みがちなため，受傷 4 日後当院を受診した。

Ⅰ─────────────── はじめに ─

救急外来にて CT を撮影されたが正常と判定され，脳

CT scan はその簡便性，迅速性の故に，頭部外傷

振盪と診断された（Fig.1-C）
。その後は 1 週間に 1 回

時の重要な検査である。反面 MRI に比し病変検出能

くらいの頻度で頭痛を訴えていた。頭部外傷の 4 ヵ

力は劣っており，その読影は重要である。我々は頭

月後からは頭痛が 3 日間に 1 回程度になり，7 ヵ月

部外傷時に撮影された CT scan にて偶然に見出され

後からは歩行が不安定になった。10 ヵ月後の 6 歳

た medulloblastoma の 1 例を経験したので，考察を

時，毎日頭痛を訴え，まっすぐ歩けなくなり当科を

加え報告する。

受診した。
受診時，左小脳症状，頭痛，食思不振，うっ血乳

Ⅱ─────────────── 症

頭を呈していた。CT にて腫瘍は著明に増大してお

例 ─

り，gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging

症例は 36 週，1,700 g で生まれた低出生体重児の

（MRI）T1 強調画像にて，小脳半球虫部を中心に大

男児である。5 歳の時，体操にて頭部を打撲し他院

きな腫瘍が見出された（Fig.2-A, B）
。また，水頭症，

を受診した。受傷日とその 3 日後に 2 回 CT を撮影

C 6／7 レベルでの頚髄転移等の髄腔内播種も認めて

され，第 4 脳室内の mass lesion も疑われたが脈絡叢

いた。Carcinoembryonic antigen 2.0 ng/ml（normal

と判断された（Fig.1-A, B）
。患者はその後吐気が継続

range: ≦ 5），α-fetoprotein 1.9 ng/ml（normal range:
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A

B

C

Fig.1 CT scan when the patient consulted the hospital for the trauma.
The cerebellar tumor was identified retrospectively.

A : CT scan on the same day of trauma (window width 80, window level 45).
Hounsfield unit of tumor was 42.72 ± 4.53 (mean ± SD). Hounsfield unit of left cerebellar hemisphere was 37.71 ± 4.40 and that
of right cerebellar hemisphere was 37.91 ± 4.88.

B : CT scan 3 days after the trauma (window width 80, window level 45).
Hounsfield unit of tumor was 39.72 ± 3.21 (mean ± SD). Hounsfield unit of left cerebellar hemisphere was 34.28 ± 4.29 and that
of right cerebellar hemisphere was 34.65 ± 4.67.

C : CT scan 4 days after the trauma (window width 90, window level 45).
Hounsfield unit of tumor was 42.11 ± 4.38 (mean ± SD). Hounsfield unit of left cerebellar hemisphere was 34.52 ± 5.47 and that
of right cerebellar hemisphere was 35.17 ± 5.2.

A

B

Fig.2 Radiological examination on admission.
The massive cerebellar tumor was found.

A : Plain CT scan (window width 80, window level 45).
The Hounsfield unit of tumor was 42.29 ± 3.2 (mean ± SD). The Hounsfield unit of left cerebellar hemisphere was 37.12 ± 4.47
and that of right cerebellar hemisphere was 38.88 ± 4.55.

B : MRI (Gadolinium enhanced T1-weighted image).

< 20），β-human chorionic gonadotropin 0.1 ng/ml 以

（Fig.3）。免 疫 染 色 で は glial fibrillary acidic protein

下（normal range: < 0.1）であり，いずれも陰性だっ

陰 性 ， chromogranin 弱 陽 性 ， synaptophysin 陽 性 ，

た。脳血管撮影では腫瘍陰影を認めていた。後頭下

CD56 陽性，CD3 陰性，CD20 陰性，MIB-1（Ki67）

開頭による手術では，右後下小脳動脈，脳幹左側と

20％であり，medulloblastoma と診断された。髄液

の癒着した部分は残存させたが，95％は摘出するこ

細胞診は陰性であった。

とができた。病理標本では，核縁が不整で核／細胞質

手術直後は会話が可能だったが，翌日には発語が

比の極めて高い腫瘍細胞が，胞巣を形成していた

なくなり，歩行，嚥下も不可能となった。その後症
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adenoma（1 例），小脳の medulloblastoma（1 例）で
あった。Medulloblastoma は著明な水頭症を有して
いた。このようにみると，偶発的に腫瘍が見出され
る確率は，脳腫瘍，全身の腫瘍とも 0.26％であり，
無視できない数であるように思われる。
第 4 脳 室 は テ ン ト 状 の 構 造 を し て い る 6）。ギ ャ
ントリーの傾きにより第 4 脳室の見え方が異なる
ことは，診断上注意すべき点である。Canthomeatal

line より 40° 尾側にギャントリーを傾けた脳幹に垂
直方向の CT 断層撮影では，第 4 脳室はその大半が

T 字型の構造物として認識され，その尾側では第 4
脳室後部の底と下小脳脚により形造られた Y 字型

Fig.3 Pathological examination (Hematoxylin-eosin stain,
×200).

の 小 さ な low density area と し て 認 め ら れ る

The specimen showed hypercellular malignant cells with irregular large nuclei. Nodules were formed. The pathological diagnosis was medulloblastoma.

7）。

Canthomeatal line より 15° 頭側にギャントリーを傾
けた CT 断層撮影では，第 4 脳室は橋後方に，平皿
を伏せたような形で観察される 4）。外傷時は体動等
のため，どのようなギャントリーの傾きで撮影され

状は改善し，手術 16 日後には介助下の歩行，17 日

るかわからない要素があり，柔軟な診断が要求され

後には発語が可能となった。手術 20 日後より，全脳

る。我々の施設では原則，canthomeatal line に平行

全脊髄に 24 Gy，後頭蓋に 40 Gy，局所に 50 Gy を照

に CT 断層撮影を行っている。したがって第 4 脳室

射した。手術 21 日後には食事がとれるようになり，

は平皿を伏せたような形で観察されるべきであり，本

56 日後には神経症状を認めず，MRI にて脳，脊髄腫

症例に於いても第 4 脳室は同様の形態に描出されて

瘍は消失した。その後他院に転院し，末梢血幹細胞

いた。しかしながら第 4 脳室の大きさはかなり小さ

移植を用いた強化化学療法を 2 回行っていただいた。

なものであった。第 4 脳室の大きさは成人で 12.02 ±

頭部外傷の 2 年 6 ヵ月後の現在，再発を認めていな

2.54 mm であると，報告されており，大きさまで加

い。

味した脳室の形態の把握が必要であった 8）。
形態とは別に CT 上の density の違いで腫瘍を見分

Ⅲ─────────────── 考

ける方法もある。脳室周辺の Hounsfield unit は，成

察 ─

人で 33〜34 であると報告されている 8）。腫瘍に関し

頭部外傷に施行された 3,000 例の CT において，30
例に偶発的な異常が見出されたと報告されている

て は glioma は iso-low density で あ る と す る 報 告 ，

2）
。

mixed，high，iso density の順であったとする報告が

大槽の拡大（11 例）が最も多く，脳腫瘍（8 例）
，くも膜

ある 5,9,11）。Medulloblastoma は high-iso density であ

嚢胞（7 例），水頭症（3 例）が続いていた。8 例の脳腫

ると報告されている 9,11）。Ependymoma は high-iso

瘍の内訳は，meningioma（3 例）
，craniopharyngioma

density であるとする報告があるが，ほとんどの症例

（2 例），oligodendroglioma（1 例）
，low-grade astrocy-

が iso density で，mixed，low density の症例もあっ

toma（1 例），medulloblastoma（1 例）であった。その

たとする報告もある 9,10,11）。Subependymoma は全例

他 osteoma（3 例）と lipoma（3 例）も認められた。ま

が calcification を有し，meningioma は high density，

た，成人の 17,417 例の剖検例に於いて，46 例に全身

papilloma は high，iso，mixed density，colloid cyst は

の腫瘍が見い出されたとする報告もある

12）
。その内

high，iso density の順であったと報告されている 1,5）。

訳は teratoma（24 例）
，vascular tumor（8 例）
，neuro-

我 々 の 症 例 の 外 傷 後 の 受 診 時 の 3 回 の CT の

blastoma（6 例），rhabdomyoma（3 例），mesoblastic

Hounsfield unit は腫瘍が 39.72〜 42.72，小脳半球が

nephroma（2 例），thyroid adenoma（1 例），hepatic

34.28〜 37.91 で あ り ，そ の 平 均 値 の 違 い は 明 瞭 で
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文

あった。

1） Chiechi MV, Smirniotopoulos JG, Jones RV: Intracranial
subependymomas: CT and MR imaging features in 24 cases.
Am J Roentgenol 165: 1245-1250, 1995.

しかしながら以下の要素は，CT 上の density の違
いを判定するうえで障害となる要素である。小児は
特に撮影中，動きやすく，体動の影響を受けやす
い

7）。ま た ， 後 頭 蓋 窩 は 頭 蓋 骨 の 影 響 で

hardening artifact が出やすい場所である

献

2） Eskandary H, Sabba M, Khajehpour F, et al: Incidental findings in brain computed tomography scans of 3000 head trauma
patients. Surg Neurol 63: 550-553, 2005.

beam

7）
。これは，

3） 半田肇：第 10 章, VII, CT 読影上, 注意すべき問題点. 脳
神経外科学 I, 永井書店, 大阪, 1970, pp475-478.

対象物を通過することによって X 線の線質が変化し

4） 亀山正邦, 高橋陸正, 半田譲二, 松井孝嘉：正常像. 中枢神
経系の CT 診断, 医学書院, 東京, 1983, pp1-36.

て起こる現象であり，後頭蓋窩では両側の錐体骨の
厚 い 骨 皮 質 に よ り 生 じ る 。読 影 に あ た り ， high

5） Kendall B, Reider-Grosswasser I, Valentine A: Diagnosis of
masses presenting within the ventricles on computed tomography. Neuroradiology 25: 11-22, 1983.

density area が artifact であると無意識のうちに診断
してしまう危険性がある。また，第 4 脳室内には脈

6） 松島俊夫, 福井仁士, Rhoton AL: 第四脳室の微小解剖外
科―特に suboccipital midline approach について . 第 2 回
微小脳神経外科解剖セミナー, 小林茂昭（編）, サイメッ
ドパブリケーションズ, 東京, 1989, pp198-211.

絡叢が存在し，特に造影 CT に於いて，第 4 脳室の
脈絡叢，小脳虫部，小脳扁桃の周辺の血管の重なり
により，小脳虫部下部で腫瘍が存在するように見え

7） 長縄慎二：CT. 脳神経外科学大系, 2 検査, 診断法, 山浦
晶, 吉田純
（編）
, 中山書店, 東京, 2006, pp153-160.

る inferior vermian pseudotumor という現象が生じる
ことも知られている 3,6）。本症例でも，他院での CT

8） Rossi A, Stratta P, D'Albenzio L, et al: Quantitative computed
tomographic study in schizophrenia: cerebral density and
ventricle measures. Psychol Med 19: 337-342, 1989.

撮影で第 4 脳室内の mass lesion が疑われたが，脈絡
叢と判断されている。

9） Tao Y, Wang D, Den K, et al: Common tumors of the fourth
ventricle and cerebellum in childhood: evaluation of CT differential diagnosis. Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 22: 62-65,
1991 [Article in Chinese].

以上，頭部外傷に対する検査時，偶発的に脳腫瘍
等の他病変がある可能性があることを念頭に置き，慎
重に読影する必要がある。外傷性の疾患を念頭に置

10） Tortori-Donati P, Fondelli MP, Cama A, et al:
Ependymomas of the posterior cranial fossa: CT and MRI
findings. Neuroradiology 37: 238-243, 1995.

いて読影するため，見逃しが生じる可能性がある。
また全身性の外傷の場合は全身検索が為されるが，頭

11） Tortori-Donati P, Fondelli MP, Rossi A, et al:
Medulloblastoma in children: CT and MRI findings.
Neuroradiology 38: 352-359, 1996.

部同様全身にも腫瘍性等の他病変が潜んでいること
が十分にありえるため，読影には十分な注意を要す

12） Werb P, Scurry J, Ostör A, et al: Survey of congenital tumors
in perinatal necropsies. Pathology 24: 247-253, 1992.

る。後頭蓋窩は CT にて artifact が出やすい部位では
あるが，artifact と診断する前に，第 4 脳室の形態，
脳室周辺の構造物の Hounsfield unit に注意を払うべ

■ 雄山 博文
（大垣市民病院 脳神経外科）

きである。MRI を撮影すれば腫瘍等の見逃しは大幅

〒 503-8502 岐阜県大垣市南頬町 4-86
TEL: 0584-81-3341 / FAX: 0584-75-5715
E-mail: oya3776@arrow.ocn.ne.jp

に減少する訳であるが，頭部外傷時の first choice の
検査は依然として CT であり，その読影は重要であ
る。
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難治性慢性硬膜下血腫に対して

Endovascular embolization of middle meningeal
artery for refractory chronic subdural hematoma:
a case report; a risk factor of ischemic
complication accompanied by the embolization

中硬膜動脈塞栓術を行った 1 例：

中硬膜動脈塞栓術における
虚血合併症の危険因子
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Object: The continuous disruption of neovascuralization
on outer membrane of subdural hematoma could be
concerned in the refractory chronic subdural hematoma
(rCSDH). The middle meningeal artery (MMA) mainly
supplies to the membrane through the contacted dura
matter. We hereby report a case of rCSDH with a risk factor
of ischemic complication accompanied by embolization of
MMA.
Patient: A 72-year-old female suffered severe headache due
to left CSDH. She had been given a 10 mg of rivaroxaban
against chronic atrial fibrillation. Twice symptomatic recurrences occurred after simple burrhole surgeries. Finally,
embolization of MMA was additionally undergone with
using coils following the third burrhole surgery. We chose
some coils as an embolic material to avoid ischemic complication due to the migration of liquid embolic material,
because recurrent meningeal artery (RMA) was shown on
the angiogram prior to embolization. The hematoma disappeared at one month after the embolization.
Discussion : As long as it is easily to access to MMA,
embolization of MMA is a simple and less invasive treatment under local anesthesia. However, MMA originated
from stapedial artery, has some normal variations and
occult anastomosis to internal carotid artery system
(ophthalmic artery, inferior-lateral trunk on C4 portion) as
known as dangerous anastomosis. RMA, one of these
anastomotic arteries, generally connects between MMA at
intracranial foramen spinosum and ophthalmic artery in
ipsi-lateral orbit through superior orbital fissure. Therefore,
the embolization, especially with using liquid embolic
materials, should undergo at more distal portion of MMA
as possible to avoid the accidental migration.
Conclusion : Deteriorate to rCSDH infrequently occurred
in our clinical situation. The embolization was feasible treatment for patients with rCSDH. To recognize the anatomy
of microvasculature is the most important for less complication regardless of embolic materials. Further discussion
is necessary for both indication and timing of embolization.
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Fig.1 Serial of CT images from admission to cure in 72-years-old patient with refractory chronic subdural hematoma.
A : Preoperative CT image revealed typical subdural hematoma with uncal herniation. B: No recurrence was confirmed on
post operative day 1 after 1st surgery. C : Symptomatic recurrence was confirmed on day 7. D : No recurrence was confirmed
on day 1 after 2nd surgery. E : Symptomatic recurrence was confirmed on day 18 after 2nd surgery. F: The hematoma was
slightly remained on day 1 after 3rd surgery with two burrhole. G : The hematoma with iso-density was appeared on day 8
after 3rd surgery. H : Density of hematoma changed to heterogeneous on day 7 after the embolization. I: Density of
hematoma changed to iso-density on day 14 after the embolization. J: The hematoma was completely disappeared on 1
month after the embolization.

ルサインは安定しており，軽度の右半身不全麻痺を

Ⅰ─────────────── はじめに ─

認 め た 。血 液 凝 固 機 能 検 査 で は PT-INR が 2.27，

APTT が 24.5 秒と軽度延長していた。

慢性硬膜下血腫は，一般的に穿頭手術により良好
な経過が得られる疾患である。しかし一方で術後の

リバーロキサバンの薬物活性が 1／2 未満に減弱す

再発もしばしば経験され，約 5〜 10％に再発が起こ

るためには，24 時間の休薬が必要であることより，

8）
。なかでも再発を繰り返す難治

翌日の手術予定とした。しかし来院後 12 時間で傾眠

性硬膜下血腫（refractory chronic subdural hematoma;

傾向と右半身完全麻痺への進行を認めたため，新鮮

rCSDH）の症例では，最終的に開頭術を施行しなけ

凍結血漿 4 単位の輸血を行いながら，局所麻酔下に

ればならない場合も多い。近年，そのような症例に

緊急穿頭血腫除去術を行った。頭頂骨結節の前方に

対して液体または固形塞栓物質による中硬膜動脈塞

Burrhole を 1 つ穿ち血腫を排出させた後，生理的食

栓術を行い良好な成績が報告されている 2,3,9,10,12）。

塩水による十分な洗浄を行い，血腫腔内にドレーン

るとの報告もある

今回我々は，rCSDH に対して穿頭術に中硬膜動脈

を留置し，可能な限りの血腫腔内の空気を除去した

塞栓術を追加して治癒を得ることができた症例を経

後に閉創した。血腫は被膜を有するもので，色調お

験したが，その術中に重篤な虚血合併症を起こしう

よび性状ともに一般的な血腫と同様であった。

る血管構築を認めた 1 例を経験したので，報告する。

翌日の CT で血腫の再発傾向が無いことを確認し
て（Fig.1-B）
，CHA2DS2-VASc スコア上では脳塞栓

Ⅱ─────────────── 症

症の危険群であることから，術後 48 時間でワーファ

例 ─

リンによる抗凝固療法を開始した。しかし，術後 7

71 歳，女性：数週間前に転倒による頭部打撲歴が

日目に，症候性の再発を認めたため（Fig.1-C）
，術後

あり，頭痛を主訴に前医を受診した。頭部単純 CT

9 日目に初回の穿頭部を使用して 2 回目の穿頭血腫

において左 CSDH の診断で，当センターへ紹介と

除去術を 1 回目と同様に行った（Fig.1-D）
。再発に寄

なった（Fig.1-A）
。既往歴に高血圧および心房細動が

与したと考えられた術後抗凝固療法は再開しなかっ

あり，CHA2DS2-VASc スコア 3 点で，リバーロキ

た。しかし 2 回目の術後 18 日に，頭痛を伴う再々発

サバンを内服していた。来院時の意識状態・バイタ

を認めた（Fig.1-E）
。この段階で rCSDH と判断した。
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Fig.2 Embolization of middle meningeal artery (MMA) branch to ipsi-lateral
ophthalmic artery with detachable coils.
A : Left common carotid arteriogram showed the ophthalmic artery originated
from MMA, and no extravasation from branches of MMA. B: Capillary staining
was shown on superselective angiogram of MMA. C : MMA was occluded with
sparing a recurrent meningeal artery. D: Recurrent meningeal artery passed through
superior orbital fissure. E : Three dimensional CT image of occluded coil at MMA
distal to foramen spinosum.

3 回 目 は 2 ヵ 所 の 穿 頭 で ，血 腫 除 去 手 術 を 行 っ た

更した。6 本の離脱式プラチナコイル用いて，頭蓋

（Fig.1-F）が，術後 7 日の CT 上はすでに 3 回目の血

内棘孔の遠位で MMA を閉塞させた（Fig.2-B, C, D）
。

腫の再貯留を認めた（Fig.1-G）
。経過観察で自然消退

周術期合併症は無く経過し，塞栓術以降の血腫の増

する可能性は低いと考え，症候化する前（3 回目の術

量は認めなかった（Fig.1-H, I）
。術後 3 ヵ月で，血腫

後 9 日）に，局所麻酔下で中硬膜動脈塞栓術を行った。

は完全に消失（Fig.1-J）し，ダビガトランによる抗凝

全身のへパリン化は行わず，右大腿動脈経由で，

固治療を開始した。術後 1 年が経過したが，血腫の

5Fr Fr ENVOY MPD 90 cm（Cordis, Miami Lakes, FL

再発は認めていない。

USA）を左外頚動脈へ誘導した。外頚動脈撮影では，
中硬膜動脈末梢部には明らかな血管漏出像は認めな
かった。中硬膜動脈（middle meningeal artery; MMA）
の走行を注意深く観察すると，頭蓋内刺孔付近の分

Ⅲ─────────────── 考

察 ─

〔 1 〕再発慢性硬膜下血腫と中硬膜動脈塞栓術

岐が上眼窩裂を通り，これにより眼動脈が描出され

CSDH に対する外科的治療は，穿頭手術が一般的

ていることが確認された。すなわち本例では反回硬

である。稀に再発する症例を経験する。文献では約

膜動脈（recurrent meningeal artery; RMA）による中

5〜 10％と報告されている 8）。当センターでは 2003

硬膜動脈と眼動脈の吻合が存在することになる

から 2012 年までの 10 年間に，127 例の CSDH に対

（ Fig.2-A）。 マ イ ク ロ カ テ ー テ ル Excelsior SL-10

して穿頭洗浄ドレナージ術を行った。単発の再発は

（Stryker, Kalamazoo, MI, USA）を MMA の 2 分枝の

約 6％程度で，さらにその半数の 4 例（3.2％）が症候

分岐点まで誘導したが，以遠まで挿入したガイドワ

化し，外科治療尾要する再々発を認め，これらを

イヤーに追従しなかった。これらの所見により，当

rCSDH と判断した。これら 4 例中 2 例には開頭血腫

初は液体塞栓物質による選択的閉塞を予定していた

除去が施行された。開頭術が可能な全身状態であっ

が，液体塞栓物質の偶発的迷入を回避するため，可

たことと，肥厚した多房性血腫に伴う再発であり，

及的遠位部でのコイルを用いた閉塞を行う方針へ変

穿頭術では十分な血腫除去が行えない状況に進展し
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Fig.3 Arterial scheme and magnetic resonance image around superior orbital fissure.
A : Scheme of the ophthalmic artery originated from middle meningeal artery through
recurrent meningeal artery (black arrow). B: Recurrent meningeal artery (white arrow)
could be detected with a source MR image on time of flight sequence.

alcohol, PVA 12），伏 原 ら は n-butyl-2-cianoacrylate,

たことが主な理由である。
近年，再発を繰り返す CSDH に対する治療として

NBCA 2），川口らは Guglielmi Detachable Coil; GDC

MMA の塞栓術の有用性が報告されている 3,5,9）。特に

を用いた塞栓術を行い 6），いずれも良好な結果で

出血原因と考えられている血腫外膜に増生した毛細血

あったことを報告している。現状では頭蓋内血管塞

管への血流遮断により，再発効果を期待している

栓用コイル以外は，保険診療外である。なかでも

6,9）
。

それは選択的撮影によって capillary brush といわれ

NBCA などの液体塞栓物質は，塞栓用コイルに対し

る造影所見を認めた MMA を塞栓することで，高い

て安価であり，出血点を選択的に塞栓できることか

治療効果を得られるようである

ら，有用な手段と考えられるが，一方でその使用に

6,9）
。我々の症例でも

同様な造影所見を確認することができたことから，

際しては塞栓物質の迷入や，カテーテルの血管への

capillary brush の所見によって治療効果を予測でき

接着に関して，細心の注意が必要である。特に外頚

る可能性があると考えられる。また，rCSDH では抗

動脈の分枝には dangerous anastomosis と呼ばれるい

血小板剤や抗凝固薬の服用例 3,4），あるいは肝硬変 7）

くつかの注意すべき吻合が存在することが知られて

や悪性腫瘍合併例など，何らかの要因で血液凝固系

いる 7）。
本 症 例 で 認 め ら れ た 反 回 硬 膜 動 脈 （ recurrent

に異常をきたしている症例が含まれていることから，

MMA の塞栓術は低侵襲で有用な治療オプションと

meningeal artery; RMA）は，本症例と同様に上眼窩

思われる。

裂を通じて MMA と同側の眼動脈を吻合している

現時点では，穿頭術後に何度の再発で，塞栓術の

（Fig.3）ことが，一般的である 7）。RMA は，胎生期

併用や開頭術に踏み切るのか，一定の見解は無いが，

の第 2 大動脈弓から分離した内頚動脈系に属する舌

我々の施設では，皮膚切開の数が増えると，開頭術

骨動脈の鼓室枝としてアブミ骨脚の間を走行する

の皮膚切開線をデザインしにくくなることも考慮し

stapedial artery を 原 基 と し て い る 。 そ の 一 分 枝

て，穿頭術後 2 回の症候性再発をきたした場合に

（supraorbital branch）が，上眼窩裂を通り眼窩内に入

rCSDH と判断し，穿頭術以外の治療法を検討してい

る 分 枝 と MMA に 分 枝 す る 。最 終 的 に Stapedial

る。過去の報告でも，2 回の再発を確認後に，塞栓

annexation により外頚動脈系に属する 7）。一方，眼

術の併用を行っている場合が多い 2,6,10,12）。

動脈の原基である primitive ophthalmic artery と先述
の supraorbital branch が吻合し，最終的に supraorbital

〔 2 〕塞栓物質と中硬膜動脈の血管機能解剖

branch の近位部の退縮し，眼動脈が形成される 7）。
しかしその退縮が不十分の場合，MMA から起始す

さて，塞栓物質に関しては，高橋らは Polyvinyl
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今後更なる検討を要する。

る眼動脈が形成させる。すなわち MMA の塞栓術を
行う際には，たとえ脳血管撮影で RMA が描出され
ない場合においても，潜在的吻合を経由した液体塞
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外傷性傍床状突起部内頚動脈瘤に

Trapping with a high-flow bypass for a traumatic
aneurysm of the paraclinoid internal carotid
artery: A case report

対して血行再建を施行した１例
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Traumatic intracranial aneurysms are rare conditions that
can result from non-penetrating head trauma. Because of
the significant mortality and morbidity rates associated
with this condition, early diagnosis and treatment are highly
recommended. Here, we report one case of a traumatic
aneurysm of the paraclinoid internal carotid artery (ICA).
Briefly, a 23-year-old male was admitted to our hospital
with disturbance of consciousness that developed after he
fell from a high place. The patient's Glasgow Coma Scale
was 8 (E1V2M5), and a computed tomography (CT) scan
revealed an acute epidural hematoma, traumatic subarachnoid hemorrhage, and fractures at the anterior cranial base.
A craniotomy to surgically remove the hematoma was
immediately performed following the trauma; however,
magnetic resonance angiography (MRA) on day 9 and CT
angiography (CTA) on day 10 showed a wall irregularity of
the right paraclinoid ICA. Cerebral angiography (CAG) on
day 21 revealed that an aneurysm of the right paraclinoid
ICA had developed; therefore, trapping with a high-flow
bypass was performed on day 38. The bypass using left
radial artery was performed between the right cervical
external carotid artery and middle cerebral artery (M3),
and trapping was performed between the right cervical and
just proximal ICAs to a posterior communicating artery.
Postoperative CAG showed no filling of the aneurysm and
patency of the bypass, and on day 61, the patient was
discharged from the hospital without any surgery-related
complications. In conclusion, we recommend repeated CAG
or CTA and MRA for the diagnosis of traumatic intracranial aneurysms. Additionally a high-flow bypass prior
to aneurysm trapping may be useful in the surgical management of traumatic aneurysms of the paraclinoid ICA.
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が極めて悪く，破裂例は半数が死亡することから早

Ⅰ─────────────── はじめに ─

期診断と治療が勧められる 3,17,18）。われわれは受傷早

外傷性脳動脈瘤は脳動脈瘤全体の 0.5％以下と稀な

期より外傷性脳動脈瘤を疑い診断に至り，破裂をき

疾患である 4）。しかし通常の動脈瘤とは異なり予後

たすことなく手術治療を行えた症例を経験した。手
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術治療は trapping と high-flow bypass を選択した。
外傷性脳動脈瘤，特に傍床状突起部内頚動脈瘤の診
断および治療について文献的考察を加え報告する。

Ⅱ─────────────── 症

例 ─

23 歳，男性。仕事中に高所（約 6 m）から誤って転
落し受傷した。当センターよりドクターカーを出動
させ覚知より 15 分後に現場到着した。現場にて患者
接触時 Glasgow Coma Scale（以下 GCS）は E1V2M5,
瞳孔径は右 5 mm／左 2 mm で対光反射は右消失／左

A

迅速，明らかな四肢麻痺や痙攣は認めなかった。顔
面に打撲痕を認め，口腔内出血と鼻出血を認めた。
頭部外傷に伴う脳圧亢進による意識障害と判断し，車
内収容後気管挿管を施行し，マンニトールを静脈投
与した。その後当センターに到着した。

〔 1 〕 Primary survey（接触時および来院時）

Airway：気道開通
Breathing：呼吸数 18 回／分，SpO2 97％（酸素マ
スク：流量 5 L／分）
，呼吸音清明で左右差なし。

Circulation：脈拍 91 回／分，血圧 150／94 mmHg，

B

皮 膚 湿 潤 冷 感 あ り ，口 腔 内 出 血 ，鼻 出 血 ，FAST

Fig.1 Computed tomography (CT) on the first day.

（ Focused Assessment with Sonography for Trauma）

A: Bone CT scan showed ethmoid bone fractures at the right
anterior cranial base (arrow).
B: CT scan showed the right frontal acute epidural
hematoma and traumatic subarachnoid hemorrhage in the
both frontal and temporal lobe.

negative，胸部 X 線にて右下肺野肺挫傷の疑い，骨
盤部 X 線にて有意な所見なし。

Dysfunction of Central Nervous System（CNS）
：Japan
Coma Scale 100，GCS E1V2M5，瞳孔径 右 5 mm／左
2 mm，対光反射 右消失／左迅速，明らかな四肢麻

診断：頭部顔面外傷（右急性硬膜下血腫，右急性硬

痺はなし。

Exposure and environment：体温 35.8℃（鼓膜温）。
〔 2 〕 Secondary survey および tertiary survey

膜外血腫），多発外傷（胸部・脊椎・四肢）

〔 3 〕治療・経過

頭部顔面 Computed tomography（以下 CT）：右前

当センターへ挿管管理で搬入となったが，呼吸循

頭部硬膜外血腫，両側前頭葉部側頭葉部外傷性くも

環動態は安定していた。GCS 8 点で瞳孔不同を認め

膜下出血，左側頭葉脳挫傷，頭蓋骨骨折（右側頭骨

脳ヘルニアの所見であったため直ちに頭部顔面部 CT

右前頭骨），前頭蓋底骨折（両側篩骨・両側蝶形骨），

を施行し上記所見を得た（Fig.1-A, B）
。その他，体幹

顔面骨折（左上顎骨，右頬骨，右鼻骨）
。

部 CT および四肢 X 線を施行し上記の通り診断した。

体幹部 CT：右肺挫傷，右第 10 肋骨骨折，胸椎横

右 急 性 硬 膜 外 血 腫 は mass effect を 呈 し midline

shift は 5 mm であった。脳ヘルニアを疑う意識障害

突起多発骨折。
四肢 X 線：両側橈骨遠位端骨折，両尺骨茎状突起

および瞳孔不同も認めることから手術適応と判断し，
緊急右開頭血腫除去術を施行した。手術所見では硬

骨折。
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Fig.2 magnetic resonance angiography (MRA).

A

MRA on day 9 showed a wall irregularity of the right paraclinoid ICA.

膜外血腫に加え少量の硬膜下血腫も認めた。術直後，

CT angiography（以下 CTA）を頭頚部体幹部で施行し
たが，この時点では明らかな脳血管損傷は認めな
かった。術後 ICU へ入室し鎮静下で人工呼吸器管理
を継続した。第 2 病日に施行した頭部 CT では血腫
の増大等なく経過は良好であったが，第 4 病日に施
行した頭部 CT では急性脳腫脹が増悪傾向にあった。

B

早期の意識覚醒は困難であり長期人工呼吸器管理を

Fig.3 Right internal carotid angiogram.

要すると判断し，同日気管切開を施行した。急性脳

A : On day 14, Lateral view showed a wall irregularity of the
right paraclinoid ICA.
B: On day 21, Lateral view showed an aneurysm of the right
paraclinoid ICA (arrow).

腫脹に対してはグリセオール®の投与を開始した。第

7 病日に施行した頭部 CT では脳腫脹は軽減し，第 9
病 日 に 施 行 し た magnetic resonance image（ 以 下

MRI）では右前側頭葉および左側頭葉に広範な脳挫傷
を認めた。また FLAIR で脳梁幹に高信号を認め，び

梢 側 に 約 2 mm 大 の 内 頚 動 脈 瘤 を 認 め ， delayed

慢性軸索損傷の所見であった。血管損傷の除外のた

filling の所見を示した（Fig.3-B）。臨床経過と合わせ

めに施行した MR angiography（以下 MRA）では右傍

て外傷性右傍床状突起部内頚動脈瘤と診断した。動

床状突起部内頚動脈の壁不整があり内頚動脈の損傷

脈瘤のすぐ近傍に右篩骨壁の骨折があり，これに起

を疑った（Fig.2）
。第 10 病日に施行した CTA でも

因する血管損傷と考えられた。瘤は明瞭化かつ拡大

MRA 同様の所見を認めた。そのため鎮静下での人

傾向にあり，破裂の危険性が高く治療の適応と判断

工呼吸器管理を継続し血圧も厳重に管理した。第 14

した。

病日に確定診断のために施行した脳血管造影検査で

第 23 病日に手術目的に隣接する東大阪市立総合病

は動脈瘤は明らかではなく，CTA ⁄ MRA と同様に壁

院脳神経外科に転院とした。第 30 病日に施行した術

不正を認めるのみであった（Fig.3-A）
。同時期には鎮

前の脳血管造影検査でも同様の所見を認め約 3 mm

静下であるが呼びかけに対する反応がみられる時も

の上向きに突出する動脈瘤を認めた（Fig.4）
。手術方

あり，意識レベルは回復傾向にあると思われた。第

法については，直接の動脈瘤頚部クリッピングや血

21 病日に再度脳血管造影検査を施行したところ壁不

管内治療は手術の危険性が高く治療困難と判断し，

整を認めていた右内頚動脈の眼動脈分岐後 2 mm 末

trapping を選択した。bypass が必要か否かの選択の
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A

Fig.4 3D-angiography on day 30.
3D-angiography showed an aneurysm of the right paraclinoid ICA (arrow).

ために術前の BTO（balloon test occlusion）を施行し
たかったが，患者は入院時に重度の意識障害を認め
入院後も鎮静剤を使用していたため覚醒下での BTO
B

を施行することはできなかった。そこで若年者であ
ることも考慮し high-flow bypass を行う方針とした。
第 38 病日に右傍床状突起部内頚動脈瘤に対し trap-

ping と high-flow bypass を施行した。graft は左橈骨
動脈を用いて近位部を右頚部外頚動脈と吻合し，遠
位部を右中大脳動脈 M3 部と吻合した。trapping は
近位部を右頚部内頚動脈で行い，遠位部を右後交通
動脈分岐部より近位の内頚動脈で行った（Fig.5-A, B,
C）。動脈瘤破裂の危険性を考慮し動脈瘤自体は観察

C

しなかった。第 39 病日の術後 CTA では bypass の交

Fig.5 Intraoperative view.

通と動脈瘤の消失を確認した（Fig.6）
。び慢性軸索損

A : Radial artery graft (arrow) anastomosis on M3 segment.
B: Intraoperative indocyanine green videoangiography confirmed the patency of the bypass.
C : Trapping of internal carotid artery proximal to posterior
communicating artery.

傷による意識障害の残存が懸念されたが第 42 病日に
鎮静剤を中止したところ覚醒が得られた。第 44 病日
に食事を開始し，第 47 病日に気管切開を閉鎖した。
周術期に虚血や過灌流の徴候はみられず，その後リ
ハビリテーションを行い順調に経過した。第 57 病日
に施行した MRI では DWI 画像にて新たな虚血病変
は認めなかった。外傷に伴う右動眼神経麻痺による

Ⅲ─────────────── 考

軽度の眼球運動障害がみられたが，手術合併症はな

察 ─

く経過し日常生活に支障はないため第 61 病日に自宅

鈍 的 脳 血 管 損 傷 （ blunt cerebrovascular injury :

退院とした。さらに外来通院時に施行した脳 single

BCVI） の中で外傷性脳動脈瘤は全脳動脈瘤の 0.5％

photon emission computed tomography（SPECT）でも

以下，頭部外傷例の 0.03〜0.1％とされ比較的稀な疾

脳血流低下のないことを確認した。

患である 3,4,18）。外傷性脳動脈瘤の多くは閉鎖性頭部
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ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ き 来 院 時 全 身 CT（ trauma

panscan）を施行している。頭部 plain CT で脳血管損
傷を疑う所見があった場合は頭蓋底から骨盤部まで
の造影 CT を施行している 5）。来院時に動脈瘤を形
成していることは少ないため，来院時脳血管損傷の
所見がなくても疑わしい場合は概ね発症後 4〜 10 日
に頭部 CTA および MRA を行い血管損傷の評価を行
う。そこで血管損傷を疑う所見がある際は脳血管造
影検査を施行し確定診断をする。本症例では来院時
に有意な脳血管損傷の所見はないものの，前頭蓋底
骨折を認めたため脳血管損傷のリスクが高いと判断
し た 。第 9 病 日 お よ び 第 10 病 日 の MRA お よ び

CTA では明らかな動脈瘤の形成はないものの，血管

Fig.6 Postoperative 3D-CTA.

の壁不整は認めていた。血管の壁不整や血管攣縮の

Postoperative 3D-CTA showed the patency of the bypass.

所見は血管損傷を疑わせるものであり 1），検査を繰
り返し行うことを推奨する報告もあるため 11,16），本
外傷により生じ内頚動脈海綿静脈洞部，内頚動脈床

症例においても繰り返し脳血管損傷の評価を行った。

突起上部（supraclinoid portion）
，中大脳動脈や前大

その結果，外傷性脳動脈瘤の早期診断に至った。本

脳動脈の末梢部に好発する

7,11）
。組織は血管壁の損

症例の動脈瘤は脳血管損傷を疑わなければ見過ごさ

傷分類により true, false, dissecting, mixed に分類さ

れ破裂に至った可能性がある。早期診断のためには

れほとんどが仮性動脈瘤である

3,11,15）
。床突起上部の

まず脳血管損傷を疑うことが重要である。

外傷性内頚動脈瘤は男性および若年者に多く，半数

外傷性傍床状突起部内頚動脈瘤に対する治療の原

は頭蓋底骨折を伴っており頭蓋底骨折による直接損

則は破裂前に外科的処置を行うことである。直達手

傷や脳組織の急速な移動に伴う血管への剪断力によ

術と血管内治療のいずれを選択するかの定まった見

11,14,15,16）
。外傷性脳動脈瘤は

解はない。直達手術の中では clipping が望ましいが

外傷後 1〜2 週間に形成するとされ，半数以上が同時

仮性動脈瘤に対して開頭により内頚動脈損傷部位に

期に診断される。破裂時期は外傷後 2〜3 週間以内が

至り仮性動脈瘤の中枢，末梢を確保するのは困難であ

最も多い 4,11）。動脈瘤の破裂を生じなければほとん

り 1,16），術中の破裂例も報告されている 15）。そのた

どが無症状で，臨床的に診断が難しい。動脈瘤を疑

め trapping 単独か bypass（superficial temporal artery-

う所見があれば脳血管造影，MRA，3D-CTA を施行

middle cerebral artery anastomosis: STA-MCA 吻 合

し診断する。脳血管造影での特徴は，① 動脈瘤は遅

術）を併用した trapping が主に施行されている 10,14）。

い動脈相で造影され（delayed filling）
，比較的長く描

近年は血管内手術の向上により外傷性脳動脈瘤に対

出される，② 動脈瘤壁が不整で，頚部が欠如してい

してもコイル塞栓術やステント治療が施行される報

る，③ 動脈瘤の大きさが変化する，などである

告が増えているが 8,12），外傷性傍床状突起部内頚動

る損傷により発生する

2,11,16）
。

外傷性脳動脈瘤は極めて予後が悪く保存的治療では

脈瘤に対する報告はまだ少ない 11）。また，長期成績

半数が死亡し，手術例でも死亡率は 20％である。床

や安全性についてはっきりわかっていない。本症例

突起上部の外傷性内頚動脈瘤の手術死亡率も同様に

では直達手術による頚部 clipping や血管内治療は手

20％である

11）
。このように外傷性脳動脈瘤は診断が

術の危険性が高いと判断したため trapping を選択し

困難な上に死亡率が高い疾患である。そのため早期

た。次に bypass を併用するべきか，bypass を行う

診断および治療が重要である 17）。

の で あ れ ば STA-MCA 吻 合 術 と high-flow bypass

当センターは独立型の 3 次救命救急センターであ

（以下 HFB）のいずれを選択するのかを検討した。

り多発外傷で搬送される患者が多い。外傷初期診療

HFB は saphenous vein や radial artery を用いた血行
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再建術であり，内頚動脈が関与する治療困難な病変で

trapping と high-flow bypass が有用である。

ある海面静脈洞巨大動脈瘤，頭蓋底腫瘍，頚部頚動脈
病変などに内頚動脈閉塞術と併せて用いられる 9）。
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■ 岸 文久
（大阪府立中河内救命救急センター）
〒 578-0947
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Ⅰ─────────────── 目

的 ─

慢性硬膜下血腫被膜において，好酸球の発現が報
告されてきたが，その明らかな役割などはいまだ完
全には解明されていない。今回，好酸球発現の誘因
機序ならびに好酸球の慢性硬膜下血腫被膜増大にお
ける役割について検討したので報告する。

Ⅱ─────────────── 方

Fig.1 The outer membranes of chronic subdural
hematomas from 8 patients homogenized in Laemmli
sample buffer were subjected to western blotting with
anti-actin (α-actin), anti-Smad2 (α-Smad2), anti-Smad3
(α-Smad3) and anti-Smad4 (α-Smad4) antibodies. Note
that nearly all molecules could be detected in the outer
membranes of chronic subdural hematomas.

法 ─

穿頭血腫除去術時に，血腫ならびに血腫被膜（外膜）
を硬膜とともに採取できた 8 症例を対象とした。血
腫は直ちに遠心分離後，上澄みを採取し，eotaxin-3
ならびに TGF-β1 の発現につき ELISA を用いて測定
した。コントロールとして，5 名の健康成人の血清を

Ⅲ─────────────── 結

用いて比較検討した。採取した外膜は sample buffer

果 ─

血腫内の eotaxin-3 濃度（13,987 ± 5,254 pg/ml）は，

にて直ちに撹拌し，遠心後上清を用いて，Western

blot 法 に て Smad2， Smad3， Smad4 な ら び に actin

血清中濃度（17 ± 1 pg/ml）と比較し優位に高値を示し

の発現につき検討した。免疫染色を用いて，Smad3

（p<0.05），また，血腫内においても TGF-β1 は高値

の発現についても検討を加えた。統計学的解析には

（43,809 ± 4,610 pg/ml）であった。Western blot では，

Mann-Whitney U test を用い，5％未満を有意とした。

す べ て の 症 例 で actin は ほ ぼ 均 一 で あ り ，Smad2，
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Fig.2 Hematoxylin and eosin staining demonstrated that fibroblasts, collagenous fibers, inflammatory cells and
vessels were present (A). Ten-micrometer slices were immunostained with polyclonal antibodies recognizing
Smad3 (B and C) by ABC method. The area within the rectangle, labeled in B, is shown at higher magnification in
plate C. Note that Smad3 molecules are expressed in fibroblasts (B and C). Scale bars = 50 µm (A and B).

Smad3 ならびに Smad4 も，すべての症例で検出が

今回の結果から，血腫内における eotaxin-3 の発現

可能であった（Fig.1）
。免疫染色では，fibroblast にお

により好酸球が血腫被膜に誘導され，TGF-β が産生

いて Smad3 の発現が確認された（Fig.2）
。

さ れ ， TGF-β の 下 流 の シ グ ナ ル で あ る Smads が

fibroblast において活性化され，線維芽細胞の増殖促

Ⅳ─────────────── 考

進が血腫被膜の増大に関与している可能性が示唆さ

察 ─

れた。

好酸球が慢性硬膜下血腫の被膜において発現して
いるとの報告があるが，好酸球の誘導因子や浸潤し
文

た好酸球の果たす役割については，まだ明らかには

献

1） Aceves SS, et al: Esophageal remodeling in pediatric
eosinophilic esophagitis. J Allergy Clin Immunol 119: 206212, 2007.

解明されていない。

eotaxin-3 は炎症局所への好酸球浸潤に重要な役割

2） Coleman JM, et al: Epithelial eotaxin-2 and eotaxin-3 expression: relation to asthma severity, luminal eosinophilia and age
at onset. Thorax 67: 1061-1066, 2012.

を果たすケモカインである。喘息の程度に相関して
気管支上皮において eotaxin が発現し，好酸球を誘
導していると報告されている 2）。

3） Minshall EM, et al: Eosinophil-associated TGF-β1 mRNA
expression and airways fibrosis in bronchial asthma. Am J
Respir Cell Mol Biol 17: 326-333, 1997.

一方，TGF-β1 は，慢性炎症性変化ならびに組織
線維化において，重要な役割を果たしているとされ

4） Sato M, et al: Targeted disruption of TGF-β1 ⁄ Smad3 signaling protects against renal tubulointerstitial fibrosis induced by
unilateral ureteral obstruction. J Clin Invest 112: 1486-1494,
2003.

る。気管支喘息において，好酸球は TGF-β1 の産生
源とされ，TGF-β1 の発現と喘息の程度ならびに気
管支の線維化の程度が相関しているとされる 3）。

5） Venkatesan N, et al: Changes in Smad expression and subcellular localization in bleomycin-induced pulmonary fibrosis.
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 287: L1342-1347, 2004.

また，TGF-β1 は Smad2, 3, 4 を介し，核内へシグ
ナル伝達を行い，組織線維化との関与が報告されて
きた。TGF-β ⁄ Smad3 シグナル伝達系は，閉塞性腎
障害の間質性線維化の原因とされ 4），Bleomycin に
よる肺線維化にも，Smad2/3 の関与が報告されてい

■ 大須賀 浩二（愛知医科大学 脳神経外科）

る 5）。TGF-β1 の高発現ならびに Smad2/3 の活性化

〒 480-1195 愛知県長久手市岩作雁又 1-1
TEL: 0561-62-3311 / FAX: 0561-63-2879
E-mail: kosuka@aichi-med-u.ac.jp

が，好酸球性食道炎における線維化への深い関与も
報告されている 1）。
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投稿／執筆規定

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

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

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

Ⅰ．総説・原著・症例報告
1． 原稿は以下に示す体裁で記載して下さい。

h. 文献の書き方は以下の通りにして下さい。外国雑
誌の略名は原則として最近の Index Medicus に従

a. 英文抄録（300 語）をつけて下さい。

うこととします。

b. 論文の長さは下記の通りとし，超過した場合は編

《雑 誌》
著者名：題名．誌名，巻号数：頁-頁，西暦発行年.

集委員が著者に再考をお願いすることがありま
す。または，超過分について出版費用を御負担い
ただくことがあります。論文は表紙，英文抄録，
本文，文献，図表，写真をすべて含んで印刷ペー
ジで 6 枚です．これは 400 字詰め原稿用紙 24 枚
に相当します．図表，写真は合わせて 8 個とし
ます。CT，MRI などの画像には必ず左（L）右
（R）を明記して下さい。表題，著者名，所属施設
名，英文抄録，key words で印刷 1 ページ（原稿
用紙 4 枚）に相当します。図表，写真はキャビネ
大のものを原稿用紙 1 枚と計算し，それより大
きいものは，大きさに応じ，原稿枚数を調整して
下さい。また，必ず本文から通しナンバーを入れ
て下さい。

《書 籍》
著者名：題名．書名，編者名
（編）
，発行所，発行地，
西暦発行年，頁-頁.
引用文献の著者氏名は 3 名以内の時は全員，4 名
「—，ほか：」
「—，et
以上の場合は 3 名連記し，
al：」と略します。文献の表題は副題を含めてフ
ルタイトルで書いてください。学会，研究会の抄
録を引用するときは，第何回学会と明記して下さ
と書いて下さい。
い。欧文の場合は
（abstr）
例： 1）中村紀夫, 大和田滋, 関野宏明, ほか：外傷性
小脳機能障害. 神経外科, 16: 331-335, 1976.

2）Baker AJ, Moulton RJ, Macmilan VH, et al:

c. 論文はワープロ入力し，横書き 400 字または倍

Wxcidtatory amino acids in cerebrospinal
fluid following traumatic brain injury in
humans. J Neurosurgery 79: 369-372, 1993.
3）大友英一：脳波と老化. 老年神経学─新し
（編）
, 南江堂, 東京, 1987,
い問題─, 亀山正邦
pp42-45.
4）Adams JH: Head Injury. In Greenfield's
Neuropathology, Fifth Edition, Adams JH,
Duchen LW（eds）, Edward Arnold, London,
1992, pp106-152.

で印字して下さい。
数
（800，1200）

d. 原稿内容を CD-R 等のメディア（形式：テキスト
ファイル，使用機種を明記）に入れ，印字された
原稿と同時にお送り下さい。メディアは返却しま
せんので予め御了承下さい。

e. 外国語の固有名詞（人名，地名）は原語のまま，日
本語化しているものは，カタカナで書いてくださ
い。商標薬品名，その他の固有名詞の頭文字は大
文字で書き，文中の外国語単語
（病名等）
の頭文字
はドイツ語名詞を除きすべて小文字とします。

2． 論文は原稿とコピー 1 部をお送り下さい。
（原稿
内容の入った CD-R 等のメディアを同時にお送
り下さい。
）

f. 図 表 に は 必 ず 表 題 と 説 明 を 付 け ，写 真 は
unmounted，裏に番号，上下印，論文題名，著者
名を鉛筆で記して下さい。図表，写真の表題およ
び説明は英文で記入して下さい。写真はキャビネ
大，白黒を原則とします。カラー写真印刷の場合
は実費を負担して頂きます。組織写真には染色
法，スケールバーを明示して下さい。

3． 編集委員により，論文が審査されます。審査の結
果，論文の修正，変更をお願いする場合がありま
す。
4． 別冊は，全て有料となります。50 部単位で注文
。
を受け付けます
（10,000 円／50 部）
原稿超過分，カラー印刷に対しては実費負担とし
ます。

g. 文献は本文に用いられたもののみを引用し，引用
番号を本文中に記して下さい。
文献の記載はアルファベット順にして下さい。
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Ⅱ．短報
《 短報：投稿規定 》

● 本文の構成
本形式は論文概要であり，full paper に対する導入，
前書きではないので問題，目的，解決法，結果を
明瞭かつ簡潔にまとめて下さい。なお，研究費交
付および謝辞などは，本文の末尾に表記して下さ
い。

● 執筆分量
基本的に 400 字詰め原稿用紙換算で 10 枚以内（刷
り上がり・2 頁）
＊ 最大でも 400 字詰め原稿用紙換算で 20 枚以内
＊ 上記制限には，表紙・図表（3 点以内，なくて
も可）・図説・文献等を含みます。図表，写真
はキャビネ大のものを原稿用紙 1 枚と計算し，
それより大きいものは大きさに応じ原稿枚数を
調整して下さい。

● 著作権，出版権について
1）他の雑誌，単行本の図・表などをそのまま，も
しくは修正を加えて引用するときは，著作権規
定に照らした引用許可を得ることが必要です。
その際，出典を明らかにし，引用許可を受けて
いることを図・表の説明に英文で明記して下さ
い。また，出版社や著者から得た許可証を原稿
に添えて提出して下さい。
2）本誌に掲載された論文（figure と table を含む）
の著作権と出版権は，日本脳神経外傷学会機関
誌編集委員会に帰属します。

● 送付内容
論文原稿
（表紙，本文，文献，図表の説明）
…3部
図表 …… 学会発表で使用したもの等，データ形式
でお送りいただいて結構です。
原稿内容を CD-R 等のメディアに収録し，印字さ
れた原稿と同時にお送り下さい。なお，メディア
は返却しませんので予め御了承下さい。

● 著書校正について
1 回のみ行います。

● 論文審査について
編集委員会による査読審査があります。

● その他の要領については総説・原著・症例報告の
「執筆規定」に準じます。

《 短報：執筆規定 》
● 原稿の体裁
1）原稿サイズは A4 版を用いて下さい。
2）原稿は「表紙 → 本文 → 図，表の説明文」の順
とし，必ず本文から通しナンバーを入れて下さ
い。
，key words
＊ 和文抄録，Abstract（英文抄録）
については不要とします
＊ 文献は 5 編以内とし，アルファベット順に
以下の形式で記載して下さい。
《雑 誌》
著者名（筆頭著者のみ）
，ほか（et al.）：題名．
誌名，巻号数：頁-頁，西暦発行年．
《書 籍》
著者名（筆頭著者のみ）
，ほか（et al.）：題名．
書名，編者名（編）
，発行所，発行地，西暦
発行年，頁-頁．
3）表紙には，日本語，英語の両方で以下のデータ
を記して下さい。
① 論文タイトル ② 著者名 ③ 所属
④ 連絡先

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

1）すでに他誌に full paper が掲載されている，ある

いは掲載が決定している論文を短報として今回投
稿する場合
・ 本誌掲載の際，脚注として，すでに他誌に掲載
されているあるいは掲載が決定している full
paper が存在する旨を明記させていただきます
ので，投稿の際，① 共著者，② 論文タイトル，
③ 誌名，④ 巻数，⑤ 発刊年，⑥ ページ数，を
明示し該当箇所のコピーを同封下さい。
・ 先行の刊行物の版権保持者に自著の二次刊行物
として他誌掲載許可をとって下さい。
・ 図表の再使用については，上記の許可がとれた
際には再使用可能とします。その際は出典箇所
を
（筆頭著者名，発刊年）
を明記して下さい。

2）将来他誌に full paper として投稿する場合
・ 図表については full paper への掲載をご優先頂

● 記述言語
本文の使用言語は日本語のみとします。ただし，
① 専門用語，② 原語で記載すべき箇所，③ figure
legends については英語で記述することとします。

くか，まったく同一のものにならないよう適宜
ご対応下さい。
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