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Recent trends of head injury in the aged: Analysis
of clinical features, CT findings, treatment and
outcomes in One Week Study and Project Study
of the Japan Neurotrauma Data Bank

In the Japan Neurotrauma Data Bank, Project Study (PRJ)
and One Week Study (OWS) were performed. This study
was conducted to clarify the recent trends of head injury in
the aged patients. The data in the PRJ 2009 and the OWS
2012 were compared with those in the PRJ 2004 and OWS
2005, respectively.
The aged was defined as 65 years of age or older. The
number of the aged patients was 253 in OWS 2005, and 319
in OWS 2012, 383 in PRJ 2004 and 479 in PRJ 2009. The
following factors were analyzed: age, cause of injury, alcohol
intake before injury, Glasgow Coma Scale (GCS) score, CT
findings, incidence of multiple systemic injury (abbreviated
injury score 3 or more), treatment and outcome at discharge.
Results : The recent treads of geriatric head injury were as
below : 1) Age was relatively higher, 2) Fall or tumble was
more common, 3) Alcohol intake was more frequent in the
bicycle group of the PRJ 2009, 4) The proportion of combination of focal and diffuse injuries was increased in OWS
2012, and the rate of nonevacuated mass was decreased in
PRJ 2009. Acute subdura hematoma was increased in
percentage in both the OWS and the PRJ, 5) Treatment ;
Neurosurgical operation was unchanged in the OWS, but
increased in the PRJ. In addition, the administration of
hyperosmotic agent was less frequent in the PRJ 2009, 6)
Outcomes at discharge were unchanged in the PRJ.
These results suggested that the outcomes of geriatric
head injury had not been improved, even though the treatment had been more active and reasonable. The prevention
of head injury is indispensable in the aged population.
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年に Project Study（PRJ: PRJ 2004, PRJ 2009）を行っ

Ⅰ─────────────── はじめに ─

た 3,15）。またほぼ同時期におけるわが国の頭部外傷

頭部外傷データバンク（JNTDB）ではこれまで主に

診療の実態を把握するために，2005 年 6 月と 2012

年 6 月に One Week Study（OWS: OWS 2005, OWS

重症例を対象として，2004〜 2006 年と 2009〜 2011

1
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Fig.1 Age distribution of the aged patients in both One Week Study and Project Study.
OWS : One Week Study, PRJ: Project Study

Outcome Scale（GOS）を用いて評価し，good recovery

2012）を施行した 11,12）。

（GR）と moderate disability を良好例，severe disability

今回は 65 歳以上の高齢者に注目して，その臨床

像，CT 所見，治療および転帰に関して，PRJ，OWS

と vegetative state を不良例と定義した。なお，統計

学的解析には χ2 検定を用い，5％未満を有意とした。

のデータを分析・比較し，高齢者頭部外傷診療の最近
の動向について検討したので，文献的考察を加え報
告する。

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 1 〕 年齢分布

OWS と PRJ における年齢分布を Fig.1 に呈示し

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
PRJ の登録施設は PRJ 2004，PRJ 2009 でそれぞ

た。全体として OWS は PRJ と比較して，80 歳以上

れ 19, 22 施設であり，集積された症例数は前者で

の超高齢者が多い傾向にあった。また OWS 2012，

1101 例，後者で 1091 例であった。一方，OWS は全

PRJ 2009 では超高齢者が増加傾向を示したが，有意

差 を 認 め な か っ た 。な お ，年 齢 の 中 央 値 は OWS

国の脳神経外科施設および一部の救命救急センター

を対象としてアンケート調査を行い，OWS 2005 で

2005 で 76 歳，OWS 2012 で 78 歳であり，また PRJ

は 321 施設から 802 例，OWS 2012 では 297 施設か

2004，PRJ 2009 ではそれぞれ 75 歳，77 歳であった。

ら 681 例が登録された。PRJ と OWS の登録基準に

〔 2 〕 受傷原因（Table 1）

ついてはすでに報告した 3,11,12）。

65 歳 以 上 の 高 齢 者 は OWS 2005 で は 253 例

受傷原因では転落・転倒の割合が OWS 2012，PRJ

（ 31.5％），OWS 2012 では 319 例（ 46.8％）であり，

2009 で と も に 有 意 に 増 加 し た （ OWS: p=0.0002，

PRJ 2004，PRJ 2009 ではそれぞれ 383 例（ 34.8％），

PRJ: p=0.0025）。し か し 交 通 事 故 の 内 訳 は OWS

479 例（ 43.9％）で，これらを今回の分析の対象とし

2012 では四輪車・二輪車事故が増加し，歩行者が減
少したのに対し（p=0.0306），PRJ 2009 では変化がな

状況，Glasgow Coma Scale（GCS）score，CT 所見，
た。検討項目は年齢分布，受傷原因，受傷時の飲酒

多発外傷（abbreviated injury score: AIS 3 以上）およ

く，結果に乖離が認められた。

〔 3 〕 受傷時の飲酒状況

ナージ術）であり，さらに PRJ では内科的治療およ

飲酒状況は OWS では 2012 のみで調査された。飲

び脳神経外科手術（血腫除去術，減圧術，脳室ドレ

び退院時転帰についても分析した。転帰は Glasgow

酒が確認された例は全症例群，交通事故群，非交通

2
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Table 1 Cause of injury in both One Week Study and Project Study

Causes
Traffic accident
Fall ⁄ Tumble
Others
Not described

OWS 2005

OWS 2012

PRJ 2004

PRJ 2009

70 (27.7)

52 (16.3)

147 (38.4)

128 (26.7)

163 (64.4)

244 (76.5)

203 (53.0)

311 (64.9)

9 (3.6)

20 (6.3)

32 (8.4)

38 (7.9)

11 (4.3)

3 (0.9)

1 (0.3)

2 (0.4)

Total

253

319

383

479

Traffic Accident

OWS 2005

OWS 2012

PRJ 2004

PRJ 2009

4 wheel vehicle

10 (14.3)

17 (32.7)

9 (6.1)

8 (6.3)

Motorcycle

11 (15.7)

11 (21.2)

19 (12.9)

17 (13.3)

Bicycle

22 (31.4)

16 (30.8)

48 (32.7)

37 (28.9)

Pedestrian

24 (34.3)

7 (13.5)

61 (41.5)

66 (51.6)

3 (4.3)

1 (1.9)

10 (6.8)

—

147

128

Not described
Total

70

52

Parentheses indicating percentage, OWS : One Week Study, PRJ: Project Study

Fig.2 Incidence of alcohol intake in both One Week
Study and Project Study.
O: One Week Study, P : Project Study

事故群ともに PRJ 2009 で増加傾向を示した。一方，

OWS 2012 では前述の 3 群ともに PRJ 2009 より低率

であり，とくに交通事故群で顕著であった（Fig.2）。
受傷は OWS 2012 では四輪車群，二輪車群，自転車
さらに交通事故の受傷原因別に検討すると，飲酒後

群，歩行者群ともに 0〜 6.3％ときわめて少なかった

が，PRJ 2009 では四輪車・二輪車群では低率で変化

Fig.3 Distribution of Glasgow Coma Scale score in both
One Week Study and Project Study.

がなく，自転車群で 16.2％と相対的に増加傾向を示

OWS: One Week Study, PRJ: Project Study, GCS: Glasgow
Coma Scale

した。

3
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Table 2 CT findings in One Week Study

Table 3 CT findings in Project Study

OWS 2005

OWS 2012

Absent

65 (25.7)

74 (23.2)

Present

186 (73.5)

CT abnormality

PRJ 2004

PRJ 2009

Diffuse injury I

10 (2.6)

7 (1.5)

245 (76.8)

Diffuse injury II

59 (15.4)

78 (16.3)

—

Diffuse injury III

10 (2.6)

20 (4.2)

319

Diffuse injury IV

3 (0.8)

17 (3.5)

Diffuse injury not described

1 (0.3)

—

83 (21.7)

122 (25.5)

Evacuated mass

165 (43.1)

216 (45.1)

2 (0.8)

Not described

253

Total

Findings

OWS 2005

OWS 2012

135 (72.6)

133 (54.3)

Diffuse injury

10 (5.4)

28 (11.4)

Nonevacuated mass

135 (35.2)

138 (28.8)

Focal + Diffuse

5 (2.7)

73 (29.8)

Mass lesion subtotal

300 (78.3)

354 (73.9)

Not described

36 (19.4)

11 (4.5)

Not described

186

245

Details of abnormality
Focal injury

Total

Diffuse injury subtotal

3 (0.6)

—
383

Total

479

Parentheses indicating percentage, PRJ: Project Study

Parentheses indicating percentage, OWS : One Week Study

Table 4 Details of focal injury in both One Week Study and Project Study

EDH

OWS 2005

OWS 2012

PRJ 2004

PRJ 2009

7 (5.0)

10 (4.0)

20 (6.7)

15 (4.2)

EDH + SDH

1

2

4

6

EDH + CC

3

3

5

7

EDH + SDH + CC

3

—

3

6

EDH + ICH + CC

1

—

1

1

56 (40.0)

95 (46.1)

170 (56.7)

210 (59.3)

SDH + ICH

2

6

3

13

SDH + CC

16 (11.4)

42 (20.4)

45 (15.0)

50 (14.1)

SDH + ICH + CC

6

—

6

9

ICH

4

4

11 (3.7)

7

ICH + CC

4

5

6

2

26 (18.6)

31 (15.0)

21 (7.0)

13 (3.7)

11

8

5

15 (12.3)

140

206

300

354

SDH

CC
Not described
Total

Parentheses indicating percentage, OWS : One Week Study, PRJ: Project Study, EDH: epidural hematoma, SDH: acute
subdural hematoma, ICH : intracerebral hematoma, CC: cerebral contusion

く，中央値は両研究ともに 14 と変化がなかった。他
方 ， PRJ で は OWS 2005， OWS 2012 と も に GCS

〔 4 〕 Glasgow Coma Scale score

GCS score の分布は OWS と PRJ で登録基準が異

3〜8 の重症例が多く，中央値はいずれも 6 と差を認

なるため，差が認められた（Fig.3）
。OWS では OWS

めなかった。さらに GCS 3〜 8 の重症例のみを抽出

2005，OWS 2012 ともに GCS 15 の軽症例が最も多

すると，症例数の差はあるが，OWS，PRJ ともに分

4
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Fig.4 Multiple systemic injuries in both One Week
Study and Project Study.

Fig.5 Treatment in both One Week Study and Project
Study.

OWS: One Week Study, PRJ: Project Study, AIS: abbreviated
injury score

OWS: One Week Study, PRJ: Project Study

布に変化を認めなかった。

〔 5 〕 CT 所見

CT 所見は OWS と PRJ で分類が異なるため，別

個に検討した。OWS では局所性損傷，びまん性損

傷および両損傷合併の 3 群に分け分析した（Table 2）
。

CT 異常の頻度は OWS 2005 で 73.5％，OWS 2012 で
76.8％と差を認めなかったが，損傷別では OWS 2012

あった（p<0.0001）。PRJ では Traumatic Coma Data
で局所性損傷例が少なく，両損傷合併例が高率で

Bank の CT 分類 6）を用いて検討した（Table 3）。PRJ

Fig.6 Medical treatment in Project Study.

2009 では diffuse injury は変化がなかったが，non-

P: Project Study

evacuated mass が有意に減少した（p=0.0232）。

た。一方 PRJ 2009 での施行率は 64.1％であり，PRJ

さらに局所性損傷のみを抽出し比較検討した

（Table 4）。OWS 2012 では急性硬膜下血腫例が 143

2004 の 53.5％と比較して有意に増加した（p=0.0017）
。

例（ 69.4％）と有意に増加した（p=0.0450）
。PRJ 2009

なお，頭蓋内圧モニタリングは PRJ のみで調査さ

れ ， PRJ 2004 で 18.7％， PRJ 2009 で 24.7％と 後 者

でも同様の傾向を示したが，差を認めなかった。

で増加傾向を示したが，差を認めなかった。

〔 6 〕 多発外傷の頻度（Fig.4）

（2）内科的治療（Fig.6）

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

内科的治療も PRJ のみで調査された。高浸透圧利

16.4％，OWS 2012 で 19.6％と差がなかった。また

尿薬の投与頻度は PRJ 2004 で 29.4％，PRJ 2009 で

PRJ 2009 に お け る 頻 度 は 18.6％で あ り ， PRJ 2004

38.8％と有意に増加した（p=0.0254）。一方，バルビ

の 20.9％と比較して差を認めなかった。

ツレート療法，過換気療法，体温管理（脳低温・平温
療法）については両群間に差を認めなかった。

〔 7 〕 治療

〔 8 〕 退院時転帰

（1）脳神経外科手術（Fig.5）

脳神経外科手術を施行した割合は OWS 2005 で

転帰についても PRJ のみで調査された。全体の転

15.0％，OWS 2012 で 11.0％であり，差を認めなかっ

帰の分析では，良好例は PRJ 2004 で 65 例（ 17.1％）
，

5
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は 1978〜 1993 年に集積された高齢者重症頭部外傷

（GCS≦8）自験例 45 例を 3 期に分けて経年的に分析
し，交通事故の減少，患者搬送時間の短縮ならびに

びまん性脳損傷，多発外傷および保存的治療の増加
がみられたと報告した 10）。今回の分析結果と一部は
一致するが，異なる結果も存在する。研究時期が異
なり，また症例数も少ないため，単純比較は困難で
ある。
受傷原因に関して，今回の分析では交通事故の割
合が減少し，転落・転倒事故の割合が増加した。これ

Fig.7 Outcomes at discharge in Project Study.

らの結果は疫学統計の負傷者数，死亡率からみた結

PRJ: Project Study, GR: good recovery, MD: moderate
disability, SD: severe disability, VS: vegetative state, D: death

果と一致し 1,7），とくに交通事故の減少は高齢者とい
えども顕著であった 4,5）。しかし交通事故の内訳につ

いては OWS と PRJ で乖離がみられ，登録基準，す

PRJ 2009 で 74 例（ 15.4％），不良例は前者で 131 例

（ 34.5％）
，後者で 160 例（ 33.4％）であり，両研究間に

なわち重症度の差が関係した可能性があるが，推定

有意差を認めなかった。また死亡例は PRJ 2004，PRJ

の域をでない。交通安全白書では死亡数のみ記録さ

者で多い傾向にあったが，差を認めなかった（Fig.7）
。

ら真の受傷者数の経年的変化を把握することは困難

GCS を 3〜 8 と 9〜 15 の 2 群に分類し分析したが，

である 9）。

2009 でそれぞれ 182 例（ 47.9％）
，245 例（ 51.1％）と後

れており，四輪車，二輪車，自転車，歩行者事故の
すべてで実数は減少している 5）。しかし疫学統計か

次に重症度別の転帰を検討した（Table 5）
。入院時

飲酒状況については OWS 2005 では調査されてい

ないが，PRJ と OWS 2012 の結果の比較では乖離が

両群ともに経年的変化は認められなかった。さらに

みられた。OWS と PRJ では登録基準が異なるため

受傷原因別の退院時転帰を分析した（Table 6）。交通
事故群では PRJ 2009 で GR が減少し，死亡率が増加

単純比較は困難であるが，重症例ほど飲酒率が高い
という結果であった。また PRJ の検討では非交通事

傾向を示したが，差を認めなかった。また転落・転倒
群でも経年的な変化を認めなかった。

故群で飲酒率が高い傾向にあった。さらに受傷原因
別の検討では四輪車・二輪車事故では横ばいで，自転

Ⅳ─────────────── 考

車事故で増加傾向を示した。平成 19 年以降に改正さ

察 ─

れた道路交通法（厳罰化）の影響が大きいと考えてい

近年，わが国における高齢者人口は急激に増加し

ている。「国民衛生の動向」によれば，OWS が施行

る。

CT 所見については OWS と PRJ で分類が異なる

する割合で 4.0％増加し，とくに 75 歳以上で増加率

局所性損傷とびまん性損傷の合併例が増加したが，

ため，単純に比較することはできない。OWS では

された 2005 年と 2012 年の比較では総人口は減少し

ているが，65 歳以上の高齢者数は 2.4 倍（総人口に対
4）
。これに伴い，JNTDB

分類があいまいな点もあり，observer variability の

可能性は否定できない 11）。また局所性損傷の分析で

析結果においても，高齢者の占める割合は OWS で
が高かった）となった

は急性硬膜下血腫が OWS，PRJ ともに増加傾向を

の分

15.3％，PRJ で 9.1％増加しており，とくに両研究と
もに 80 歳以上の超高齢者が増加傾向にあった

示した。

治療のうち，脳神経外科手術（減圧術）の頻度は

3,15）
。

OWS では減少傾向を示したのに対し，PRJ では増

今後人口の高齢化が益々進むなかで，高齢者の頭部
外傷への対処は喫緊の課題といえる。

加した。これらの差が生じた原因は明らかでないが，

一方，高齢者の頭部外傷を経年的に分析した報告

登録基準（重症度）の違いや重症頭部外傷治療・管理

は渉猟し得た限りではきわめて少ない。かつて著者

のガイドラインの改訂（第 2 版）などが関与している

6
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Table 5 Glasgow Coma Scale score and outcomes at discharge in Project Study

GOS ⁄ Project

GCS 3–8

GCS 9–15

PRJ 2004

PRJ 2009

PRJ 2004

PRJ 2009

9 (3.3)

12 (3.6)

14 (13.2)

15 (10.4)

Moderate disability

21 (7.7)

15 (4.5)

21 (19.8)

32 (22.2)

Severe disability

49 (17.9)

63 (18.8)

35 (33.0)

36 (25.0)

Vegetative state

40 (14.6)

45 (13.4)

7 (6.6)

16 (11.1)

153 (55.8)

200 (59.7)

29 (27.4)

45 (31.3)

—

—

—

335

106

144

Good recovery

Death

2 (0.7)

Not described

274

Total

Parentheses indicating percentage, GCS : Glasgow Coma Scale, PRJ: Project Study, GOS: Glasgow Outcome Scale

Table 6 Causes of injury and outcomes at discharge in Project Study

GOS ⁄ Project

Traffic accident

Fall ⁄ Tumble

PRJ 2004

PRJ 2009

PRJ 2004

PRJ 2009

9 (6.2)

2 (1.5)

14 (6.9)

21 (6.8)

Moderate disability

12 (8.2)

11 (8.5)

25 (12.3)

34 (10.9)

Severe disability

30 (20.5)

20 (15.3)

48 (23.6)

75 (24.1)

Vegetative state

17 (11.6)

17 (13.1)

25 (12.3)

37 (11.9)

Death

78 (53.4)

80 (61.5)

90 (44.3)

144 (46.3)

—

—

1 (0.5)

—

146

130

Good recovery

Not described
Total

Parentheses indicating percentage, PRJ : Project Study, GOS: Glasgow Outcome Scale

可能性があるかもしれない 2）。またこの結果は CT

203

311

所見で nonevacuated mass が減少したことと相関し

歩してきているが，現状では転帰の改善に至ってな

ていた。内科的治療については，高浸透圧利尿薬の

行政が一体となって，外傷が発生しないような施策

使用頻度が増加した。これは適応基準を明確化した

を検討していく必要があると思われる 1,9）。

く限界があるといわざるを得ない 15）。今後は医療，

ガイドライン 2）の影響があると思われるが，推測の
本論文の要旨は第 38 回日本脳神経外傷学会（徳島）で発表
した。

域を出ない。

転帰は PRJ のみで検討された。退院時転帰は PRJ

2009 で有意差はないものの悪化傾向を示したが，こ
れは受傷時年齢が上昇したためと思われた。さらに
重症度別，受傷原因別の転帰も経年的変化を認めず，

文
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スキーにより器質的病変をともなった
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Severe head injuries with organic lesions in skiing were
characterized. We reviewed the patients, backgrounds, the
situations of 30 head traumas (6.0%) with organic lesions,
out of 504 skiing-related head injuries from 2004/05 to
2012/13 winter seasons in Niigata, Japan. The patient ages
were from 8 to 75 (average 37.0 ± 19.0). They were 27 men
and 3 women. 30 lesions consisted of 16 cranio-facial
fractures, 7 acute subdural hematomas, 3 subarachnoid
hemorrhages, 2 brain contusions, an epidural hematoma
and a chronic subdural hematoma.
The predominant feature of ski-related severe head
injuries in this period is that expert or intermediate skier
hit forehead by fall or jump or collision at a gentle slope.
Craniotomies were performed in 2 subdural hematomas
and the outcome was GR in 59-year-old woman and was
MD in 75-year-old man, respectively.
In comparison with the past nine seasons (1994/952003/04) study in this area, the characteristics in this period
is that the number of patients, the number of severe head
injuries, the number of operation were decreased. The
average age of the patients increased. The predominant
feature of ski-related severe head injury in the past period
is that intermediate skier hit a forehead by collision at a
middle slope. There were differences in the pattern, situation
and mechanism between those two periods. Greater awareness may be needed to ensure safety, especially helmet use
and manner observance.
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引き続き重症外傷予防に対する予防およびその啓発

Ⅰ─────────────── はじめに ─

が重要である。

長引いてきたデフレ，少子高齢化，テレビゲーム

そこでスキーによる頭部外傷例のなかで，器質的

の流行，そもそもアウトドアのレジャー産業の斜陽

病変をともなう重症例の特徴を分析し，その受傷メ

化などから，現在のスキー場入込数はピーク時であ

カニズム・予防法につき検討した。また本報告期間の

るバブル期の 1 ⁄ 3～1 ⁄ 4 ほどに低下した。しかしゲ

直前の９シーズンのデータ 3）との比較を行い，経年
的な変化を示した。

レンデにおいて，死亡例を含めた重傷頭部外傷は少

なからず発生しており 13），スキーを楽しむために，

9

神経外傷 Vol.38 2015

Table 1 Relationship between sexes and findings on the
CT scan

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
2004 ⁄ 05～2012 ⁄ 13 の 9 ウィンター・シーズンに，

性差

齋藤記念病院および湯沢町保健医療センターを受診

したスキーによる頭部外傷患者 504 例中，器質的病

変をともなった頭部外傷 30 例（ 6.0％）を対象に，

その病変別に患者背景，受傷機転・状況，部位等に

男

14

6

3

2

1

1

27

女

2

1

0

0

0

0

3

合計

16

7

3

2

1

1

30

ASDH: acute subdural hematoma, SAH: subarachnoid hemorrhage, EDH: acute epidural hematoma, CSDH: chronic subdural hematoma

つき検討した。
調査地域は新潟県の上越沿線スキーエリアで，当
院は同エリアで唯一の脳神経外科手術の可能な病院

Table 2 Relationship between technical levels and findings on the CT scan

であり，一部の軽傷例から中等傷以上の頭部外傷例
は概ね集積できる環境にある。上越沿線スキーエリ
アは首都圏から近く，苗場，岩原，石打丸山，上越

技術レベル 骨折 ASDH SAH 脳挫傷 EDH CSDH 合計

国際，八海山スキー場を含め 34 のスキー場があり，

1 シーズンに延べ約 400～500 万人のスキーヤー，ス
ノーボーダーが訪れる。

Ⅲ─────────────── 結

骨折 ASDH SAH 脳挫傷 EDH CSDH 合計

果 ─

年 齢 は 8～75 歳 ， 平 均 37.0 ± 19.0 歳 で ， 男 女 比

は ， 男 性 27 例 ， 女 性 3 例 で あ っ た 。 30 病 変 （ 30
例）の内訳は，頭蓋顔面骨骨折 16 例（内訳：上顎骨

はじめて

0

0

0

0

0

0

0

初級

2

0

0

0

0

0

2

中級

5

3

1

0

1

0

10

上級

8

2

1

2

0

1

14

不明

1

2

1

0

0

0

4

合計

16

7

3

2

1

1

30

Table 3 Relationship between slope levels and findings
on the CT scan

11 例，頭蓋骨 3 例，鼻骨 2 例），急性硬膜下血腫 7
例，くも膜下出血 3 例，脳挫傷 2 例，硬膜外血腫 1
例，慢性硬膜下血腫 1 例であった。3 例は複数の外傷

受傷斜度

性病変を有していたが，最も重度のものを採用し
た。
性差は，この器質的病変を有した症例全体では，

男性比率は 90.0％で，同時期の器質的病変を有さな

い群の男性比率 60.6％に比べ，有意に男性比率が高
かった（p=0.001）
（Table 1）
。技術レベルは上級者が

14 例と最も多く，次に中級者の 10 例であった。各
器質的病変と技術レベルに有意な相関はみられな

かった（Table 2）
。受傷斜面は緩斜面が 12 例と最も
多く，次に中斜面 7 例，ジャンプ 7 例であった。各

骨折 ASDH SAH 脳挫傷 EDH CSDH 合計

平坦

0

0

0

0

0

0

0

緩斜面

7

3

1

0

0

12

中斜面

3

1

0

2*

1
0

1

7

急斜面

3

0

1

0

0

0

4

ジャンプ

3

3

1

0

0

0

7

不明

0

0

0

0

0

0

0

合計

16

7

3

2

1

1

30

*p=0.048 (Fisher exact test)

器質的病変と受傷斜面の関係では，脳挫傷は中斜面
で多く発生する傾向にあった（p=0.048：Fisher exact

test）
（Table 3）。

像と同様な傾向はあるが有意な特徴はみられなかっ

た（Table 4）。受傷部位については前頭部が 13 例，

受傷機転は転倒が 10 例と最も多く，次にジャンプ

7 例，対人衝突 7 例，対物衝突 5 例であるが，後者 2

側頭部が 11 例，不明が 6 例であった。各病変別にみ

つを衝突事故としてまとめると，衝突事故が 12 例と

ると，骨折は前頭部打撲によるものが有意に多かっ

た（p=0.0002 ： Fisher exact test）。急性硬膜下血腫

最も多い受傷機転となる。各病変別にみると，全体
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Table 4 Relationship between injury patters and findings
on the CT scan
受傷機転

Ⅳ─────────────── 考

骨折 ASDH SAH 脳挫傷 EDH CSDH 合計

転倒

6

2

2

0

0

0

10

ジャンプ

3

3

1

0

0

0

7

衝突

6

2

0

2

1

1

12

に関する報告は少なく 1,4,5,7,8,9,10），本報告のように器
質的病変をともなうスキー頭部外傷に焦点をあてた
研 究 は 非 常 に 稀 で あ る 。 Hentschel ら

3

2

0

1

0

1

7

対物

3

0

0

1

1

0

5

1

0

0

0

0

0

1

不明

0

0

0

0

0

0

0

合計

16

7

3

2

1

1

30

スキーによる死亡例の原因は重症頭部外傷が最多
であると報告されているが 12,13），その重傷頭部外傷

対人

転落

後頭部

キーヤー 40 例，スノーボーダー 14 例の重症頭部外
傷例を詳細に報告した。スノーボーダーの方が症例
数は少ないものの，両スポーツとも 4 例の開頭手術
を行い，その他のパラメーターからも病変重症度は
スキーよりスノーボードの方がより重いと述べた。
スキーヤー群の病変は，骨折 16 例，脳挫傷 6 例，硬
膜外血腫 5 例，硬膜下血腫 2 例などであった。

Graves ら 7）は，アメリカにおいて 1996〜 2010 年の

間で，小児と思春期の重症頭部外傷（頭蓋内病変，

骨折 ASDH SAH 脳挫傷 EDH CSDH 合計
0

脳振盪，骨折）を報告したなかで，小児よりも思春

0

0

0

0

0

0

期の方に重症頭部外傷が起こりやすい。また思春期

0

0

1

0

0

13

では，重症頭部外傷は経年的に増加したと報告し，

前頭部

12*

側頭部

4

3

1

1

1

1

11

不明

0

4

2

0

0

0

6

合計

16

7

3

2

1

1

30

*p=0.0002 (Fisher exact test)

特に若年者のヘルメットを含めた頭部外傷予防の必

要性を強調した。Nakaguchi ら 10）は，スノーボード

重症頭部外傷を報告し，その受傷メカニズムについ
て推定した。このなかでスノーボードでは，骨折は
少なく急性硬膜下血腫の発生が多い。この際，逆
エッジ現象で shear strain が発生する可能性を示唆し

Table 6 Relationship between traumatic amnesia and
findings on the CT scan
健忘

8） は ， カ ナ

ダ・バンクーバーにおいて 1992〜 1997 年の間でス

Table 5 Relationship between impact sites and findings
on the CT scan
受傷部位

察 ─

た。

著者らは 2005 年の本誌での論文で，今回の報告と

同じエリアで 1995 ⁄ 96～2003 ⁄ 04 の 9 シーズン（前 9

骨折 ASDH SAH 脳挫傷 EDH CSDH 合計

あり

4

3

2

2

0

0

11

なし

12

4

1

0

1

1

19

合計

16

7

3

2

1

1

30

シーズン）のスキーによる器質的異常をともなった重
傷頭部外傷の分析を報告した 3）。これは本論文の調
査期間（現 9 シーズン）のちょうど前の 9 シーズンに
あたるものである。前 9 シーズンでは頭部外傷 877

例が受診し 62 例（7.1％）に器質的病変を認めたのに

対し，現 9 シーズンは頭部外傷患者 504 例が受診し

30 例（6.0％）に器質的病変を認めた。現 9 シーズンが

は，側頭部 3 例，不明 4 例であった（Table 5）。外傷
性健忘の有無については健忘なしが 19 例と多く，健

受診者数，器質的病変患者数，その割合ともに減少

忘ありが 11 例であった（Table 6）
。

している。ゲレンデにおけるスキーヤーの頭部外傷

開頭手術は急性硬膜下血腫 2 例に対し行われ，所

受傷率は報告されていないが，これがおおむね同程

見，転帰に関しては 59 歳女性は脳挫傷からの動脈性

度であると仮定すると，やはりスキー場の入込数の

出血源不明で moderate disability であった。

減少を反映しているものと推測される。さらに，前

出血で good recovery，75 歳アスピリン内服男性は

9 シ ー ズ ン で の 平 均 年 齢 は 29.7 ± 13.1 歳 で ，現 9
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シーズンが 37.0 ± 19.0 歳と，現 9 シーズンが大幅に

われる。しかし，一般的な軽量のスキー用ヘルメッ

増加していた。著者らはすでに同地区のスキー頭部

トは，ゲレンデレベルの調査で頭部外傷を 60％低減

外傷患者の経年的変換を報告しているが 1），そのな

させ，さらに重症頭部外傷を 57％低減させるとの報

かでも受傷者の平均年齢は徐々に増加している。ゲ

告もあり 11），着用が有用であるということには一定

レンデでのスキーヤーの年齢構成などの情報を把握

のコンセンサスがある。また，10 歳未満の小児ス

していないため明言できないが，ゲレンデでのス

キーヤーは衝突により受傷することが多く，子供を

キー愛好者の高齢化を示すものであろう。また開頭

見かけたら距離をあけることが望ましい 6）。50 歳以

手術を受けた症例の年齢に関しても，前 9 シーズン

上のスキーヤーは，薄暗くなる疲れの出る 15 時以降

では，11～47 歳と比較的若年者が多かったのに対

の受傷が多いことから注意が必要である 6）。さらに

し，現 9 シーズンでは 59 歳，75 歳と高齢化してい

ここでは，滑走マナーを守ることの重要性を強調し

る。この世代になると抗血小板剤を服用している例

たい。各スキー場ではコースの合流地点などで減速

などもあり，頭部打撲時の頭蓋内出血のリスクが増

するよう促す掲示を目にするが，『スキー場の行動規

大することも懸念され，今後のゲレンデにおける新

則 10 か条』にある「先を滑る人への配慮」
「追い越し」

たな注意点となる可能性がある。

「コースをふさがない」
「滑り出し・横断・合流・安全確

受傷状況の差異に関しては，前 9 シーズンでは

認」など，当たり前のことを遵守することも大切であ

中＞上級者が中斜面で対人衝突＞転倒＞対物衝突＞

る 13）。

ジャンプにより前頭部を打って受傷するパターンが
最も多くあったことに対し，現 9 シーズンでは上＞
中級者が中斜面で転倒＞対人衝突＝ジャンプ＞対物
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Outcome of traumatic optic neuropathy
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Background: Traumatic optic neuropathy (TON) is an
important cause of severe visual loss following head
trauma. TON occurs in the setting of head injury, often as a
consequence of road traffic accidents or falls. Most TON
patients are young males. TON is rare event overall but has
a large effect on QOL. Decompression surgery and steroid
therapy are both effective in improving visual acuity after
TON. Difficulty in choosing between these treatments for
individual patients has hindered the establishment of a
standard strategy for managing TON. This paper reports
how we selected between surgery and steroid treatment for
TON at our institute, and the results we accordingly attained.
Methods: Twenty-two patients treated at the emergency
department of our hospital were studied. The visual
prognosis was assessed for TON patients undergoing decompression surgery and TON patients undergoing steroid.
The patients who underwent surgery were selected based
on the guideline for severe brain injury issued by the Japan
Society of Neurotraumatology.
Results: On admission, 22 patients had light perception and
5 of 22 patients had optic canal fracture on CT. Four of the 5
patients with optic canal fracture underwent decompression
surgery and all 18 of the remaining patients received steroid
therapy. Eleven of the 18 (61%) steroid-treated patients
recovered visual acuity and 4 of 4 (100%) surgical patients
had good outcome.
Conclusion: Decompression surgery was effective on strictly
selected cases. On the other hand, the steroid therapy also
had a good outcome. The choice between these treatments
remains difficult, as both treatments are effective for TON.
We need to carefully consider each patient and conduct a
larger study to establish a standard strategy for TON.

どでの交通外傷（ 49％）や転落外傷（ 27％），暴行傷害

Ⅰ─────────────── はじめに ─

事件（ 13％）などに伴い，患者の多くを 30 代の若年男

外傷性視神経損傷は頭部外傷の約 1.5～ 4％に合併

性が占める（ 79〜85％）13）。治療方針に関する検討は

し，比較的まれな疾患である 4）。バイクや自転車な

これまで多くなされてきたが，いまだ議論が尽きな
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Table 1 Characteristics of 22 patients in the present study

Number of cases
Cause of head injury

Fall
Traffic accident
Assault
unknown

Injured part of head

face
forehead

GCS on admission

2
1

16
6

15

9 – 12
–8

2

Finger Counting
Hand movement
Light perception
No light perception

Fracture on CT

9

15

13 – 14

Visual acuity on admission

10

Fracture on skull base around orbita
With optic canal fracture

Anisocoria on admission

+
–
Not checked

Relative Afferent Papillary Defect : RAPD

+
–
Not checked

4
1

14
2
1
5
18
5

12
9
1
5
3

14

The most common causes of TON were falls (10 cases) and traffic accidents (9 cases). The majority of the patients were GCS
15 on admission. The visual acuity on admission was finger couinting in 14 patients, hand movement in 2 patients, light
perception in 1 patients, and no light perception in 5 patients. We found fracture on skull base around orbita on CT in 18
cases, and optic canal fracture on thin slice CT in 5 cases.

い。当邦における外傷性視神経損傷の治療方法の選

～77 歳））を対象とし，手術施行群（以下，手術群），

択における標準的指針は，重症頭部外傷の治療ガイ

保存的治療施行（以下，保存的治療群）に分け，それ

ドラインで一定の方向性は示されているものの，い

ぞれの視覚の予後を比較検討した。なお，手術適応

17）
。急性期の視神経管減圧術

は重症頭部外傷の治療ガイドラインに基づき判断し

まだ確立されていない

が有効な症例が存在する一方，保存的加療で視力の

た 17）。原則光覚弁が保たれている症例を対象とし，

改善を認める症例は決して少なくない 13,14,15,16）。外

明らかな視神経管骨折を認め，かつ視力視野障害を

傷性視神経損傷に対する手術，および保存的治療後

示す症例，あるいは明らかな視神経管骨折を認めな

の予後について，当院での治療成績を検討した。

いものの，二次的障害により視力・視野障害が進行す
る症例において，視神経管開放術を施行した。なお
保存的加療群は，視力障害を呈する症例のうち来院

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

時時点で手術適応外のもの，つまり，視神経管骨折

2006 年当院で救急救命センター開設以降，同セン

が明らかでない症例，光覚弁がない症例，二次的障

ターを受診し，視力低下を認めた頭部外傷症例 22 例

害による視力・視野障害が進行を認めない症例を対象

（男性 19 例，女性 3 例，平均年齢 44.4 ± 17.6 歳（11

とし，全例ステロイド治療を行った。
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Table 2 Strategy for treatment of TON in the present study

cases
18

Light perception on admission
With optic canal fracture on CT

4

Without optic canal fracture on CT

14
4

No light perception on admission
With optic canal fracture on CT

1

Without optic canal fracture on CT

3

Decompression operations were done in 4 cases with both light perception on admission and fractures of optic canal on CTs.

Table 3 Outcome

I) Outcome of steroid therapy

Visual acuity on admission

Visual acuity after steroid therapy
Normal

Finger counting

Not changed from admission

Finger counting

9 ⁄ 18 cases（50％）

none

4 ⁄ 18 cases（22.2％）

Hand movement

none

none

1 ⁄ 18 cases（5.6％）

Light perception

1 ⁄ 18 cases（5.6％）

1 ⁄ 18 cases（5.6％）

2 ⁄ 18 cases（11.1％）

The outcome of steroid therapy was described. The overall vision improvement rate was 61% (11/19 patients). 9 out of 13
patients (69%) whose visual acuity on admission were finger couinting got improvement after therapy, however 1 out of 2
patients (50%) whose visual acuity on admission were no light perception got improvement.

II) Outcome of decompression surgery

Visual acuity on admission

Visual acuity after steroid therapy

Visual acuity after surgery

Case 1

Hand movement

No light perception

Light perception

Case 2

Finger counting

Finger counting

Normal

Case 3

No light perception

Light perception

Finger counting

Case 4

No light perception

No light perception

Normal

The outcome of decompression surgery was described. In the all patients, visual improvement was achieved. In case 1, the
visual acuity was deteriorated to no light perception from hand movement after steroid injection, so the decompression
surgery was done.

Ⅲ─────────────── 結

例が 22 例中 15 例，うち 12 例で間接対光反射を認め

た。瞳孔不同は 12 例で認め，relative afferent papil-

果 ─

lary defect（RAPD）は 5 例で陽性，3 例で陰性，他 14

受傷機転は転倒転落・交通外傷がそれぞれ 10 例，9

例で不明であった（Table 1）。

例と多くを占め，受傷部位は眉部付近の受傷に集中
していた。来院時の GCS は 15 点が 15 例と大半で

22 例中光覚弁を認めた 5 例のうち明らかな視神経

あり，8 点以下の重症頭部外傷は 1 例のみであった。

管骨折を認めた 4 例で視神経管減圧術を施行した。

来院時の視力は指数弁以上が 14 例で，手動弁 2 例，

術中全例で視神経管骨折と視神経損傷を認めた

（Table 2）。

光覚弁 1 例，光覚弁を認めないものが 5 例であった。

CT で頭蓋底・眼窩周囲に骨折線を認めたものが 18

保存的加療群では 11／18 例（ 61％）で視力改善を認

例，Thin Slice CT で視神経管骨折を認めたものが 5

めたが，来院時視力が指数弁以上の症例では 69％，
光覚弁なしの症例では 50％で治療後の視力が改善し

例であった。来院時直接対光反射を認めなかった症
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Fig.1 Case 1 : 49 y.o. male patient who was injured by fall from platform.
A : CT bone image on admission, axial section.
B : CT bone image on admission, coronal section.
There was a fracture of the right optic canal on CT.

Fig.2 Case 2 : 59 y.o. male who was injured by fall.
A–B: CT bone image on admission, axial section.
We couldn’t detect any fracture of optic canal on CT.

た。対して手術群では保存的加療群と比べ術前の

頭部を打撲し受傷した。当院救急外来受診時右眼光

視 力 が 悪 い 傾 向 に あ っ た に も か か わ ら ず ，4／4 例

覚弁を認めず，右直接対光反射消失，間接対光反射

表症例を提示する。

視神経管骨折は認められなかった（Fig.2）。同日ステ

残存，右瞳孔散大の状態であった。CT では明らかな

（ 100％）で視力の改善を認めた（Table 3）
。以下に代

ロイド投与を施行したところ裸眼視力 0.4 まで改善

症例 1： 49 歳，男性。駅のホームから転落し前頭
側頭部を打撲した。当院救急外来受診時右眼光覚弁を

した。手術により視力の改善が認められる症例が存

認めず，右眼直接対光反射消失，間接対光反射残存，

在する一方，保存的加療のみでも良好な視力改善が

右瞳孔散大で，CT で視神経管骨折を認めた（Fig.1）
。

認められる症例が存在した。

同日ステロイド投与を施行し右眼鼻側の視力が指数弁
まで改善したため，翌日減圧手術を施行した。その結

Ⅳ─────────────── 考

果右眼耳側光覚弁，鼻側指数弁まで改善した。

察 ─

外傷性視神経損傷は頭部外傷の約 0.5～ 5％に合併

症例 2：59 歳，男性。飲酒後の転倒により顔面・前
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例を対象とし，手術群で 38％，ステロイド投与群で

する比較的まれな疾患であるが 4），若年者の永久的

な視力障害の原因となる 13,14,15,16）。QOL 保持の側面

54％，経過観察群で 50％の視力改善を認め，各群間
に有意差は認められなかった 5）。今回の検討では，

Levin らの報告と比較し手術成績はより良好であっ

から，視力の温存・改善は重要な課題である。

当邦では重症頭部外傷の治療ガイドラインにその
治療指針が示されており，ステロイド投与ないし視

た。一方で保存的加療群でも視力改善を認めた症例

神経管減圧術が勧められているが両者の明確な線引
きはない

は多く，ともに有効な治療法と考えられた。また，

17）。今回我々は本ガイドラインに基づい

これまでの報告同様来院時の視力が視力予後に大き

て，個々の症例ごとによく吟味し，手術ないし保存

く関わることが示唆された 8）。

的治療を選択した。手術は原則光覚弁が保たれてい

テロイド投与を行った。MRC CRASH trial で重症

また今回の我々の検討では保存的加療群は全例ス

る症例を対象とし，明らかな視神経管骨折を認め，
かつ視力視野障害を示す症例，あるいは明らかな視

頭部外傷後 14 日以内の経静脈的ステロイド投与群で

神経管骨折を認めないものの，二次的障害により視

らにより MRC CRASHの final result として重症頭

の死亡率の上昇が示され 7），さらに 2005 年 Edwards

力・視野障害が進行する症例に対し施行した。保存的

部外傷後 6 ヵ月での経静脈的ステロイド投与群での

加療群は，視力障害を呈する症例のうち来院時時点
で手術適応外のもの，つまり，視神経管骨折が明ら

死亡率の上昇が示された 1）。経過観察群でも比較的

かでない症例，光覚弁がない症例，二次的障害によ

良好な予後を得ていることから，ステロイド治療を

る視力・視野障害が進行を認めない症例を対象とし，

施行すべきかこれまでも議論になっていた 1,5,7,8）。近

年では Yu-Wai-Man らによりステロイド投与は経過

全例ステロイド治療を行った。この 2 群に対し視覚
的予後を比較検討した。結果，保存的加療群でも

観察群と比較し予後に有意差が出なかったと報告さ

11／18 例（ 61％）で視力改善を認め，良好な成績で

れているものの 13,14,15），外傷性視神経損傷の自然経

あった。来院時視力が指数弁の症例では 69％，光覚

過に関し十分な報告はなく，ほか多数の報告でステ

弁なしの症例では 50％で治療後の視力改善を認めて

ロイド投与を行うべきかどうかについて議論されて

おり，来院時視力が良い症例での視力予後は良好な

いる 3,9,10,12）。今後は症例ごとにステロイド投与の必

傾向があった。保存的加療群が良好な経過をたどっ

要性についても慎重な検討が必要になると考えられ

た理由として，対象症例に網膜振盪を含む視神経振

る。

盪の症例が混在していた可能性があると考える。ま

しかしながら今回の検討では両群ともに良好な治

た視神経振盪症例は来院時比較的視力が保たれてお

療成績を収めている。慎重な症例選択に基づき行わ

り，より良好な視力予後を得た可能性がある。

れる視神経管減圧術は有効であると考えられる。さ

一方，手術群では保存的加療群と比べ術前の視力

討で現在の我々の strategy の一定の有効性が示され

らなる治療方針確立への検討は必要だが，今回の検

が悪い傾向にあったにもかかわらず，4／4 例（ 100％）
で視力の改善を認めた。全例術中に視神経管骨折お

たと考える。

よび視神経損傷を認めており，手術が有効な症例を

外傷性視神経損傷はまれな疾患であり，これまで

慎重に吟味し選び取ることにより，手術の効果を十

多くの検討がなされているが大規模な前向き研究は

分に発揮できたものと考えられる。保存的加療群に

難しい。今回の我々の検討も症例数が小さく，かつ

おいても視力改善が認められる例が多く存在すると

後ろ向きの試験で盲目試験でないことが問題である。

共に，適応を慎重に判断することで手術も有効な治

今後経過観察群，ステロイド投与群，手術施行群 3

療手段であると考えられた。

群すべてを対象とした多施設での大規模研究が望ま

これまで，外傷性視神経損傷に対するステロイド

れる。

投与および視神経管減圧術の有効性については多数
効性を示す検討がある一方 2,6,8,11），Levin らによる

の検討がなされてきた。早期の視神経管開放術の有

Ⅴ─────────────── おわりに ─

the International Optic Nerve Trauma Study では 133

2006 年以降当院救急外来を受診し視力障害を認め
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ラグビー競技における頭部事故と安全
対策：日本ラグビーフットボール協会
重症傷害報告書より

Rugby-related brain injuries in Japan and safety
measures: The catastrophic injuries reports of
the Japan Rugby Football Union
HARUHIKO SATO

Department of Neurosurgery, Seirei Mikatahara General Hospital

Objective : To establish an accurate and comprehensive
incidence report of head injuries and to propose safety
measures in Japanese rugby football.
Methods : We reviewed the injury reports of the Japan
Rugby Football Union between April 1996 and December
2013, and picked out the catastrophic brain injuries, which
is defined by the World Rugby as 12 or less in Glasgow
Coma Scale after 48 hours after the incident. Annual
numbers of injured players, their ages, phase of play where
the injuries occurred and diagnoses on the reports were
analyzed.
Results : There were 80 catastrophic brain injuries,
including 15 fatalities, in those 17.8 years, averaging 4.5
cases per year. Five injuries happened in junior high-school
students, 40 in high school, 16 in college, and 20 in adult
players mostly belonging to local amateur club teams. One
injury case occurred in a scrum, 23 resulted from being
tackled, 42 while tackling, 7 due to ruck, 5 by collision
whereas 2 cases were referred to unknown cases. Reported
diagnoses included 47 acute subdural hematomas, 13 intracerebral hemorrhages, 6 cerebral contusions but 14 cases
were not specified.
Conclusion: Tackle-related plays are the most predominant
cause of catastrophic brain injuries in Japanese rugby
football. Because of their higher incidence in high school
and college players, it is essential to educate all of these team
leaders about safety measures for reducing catastrophic
injuries. Players as well as coaches should also understand
the risk concerning possible recurrence of acute subdural
hematoma, which requires further investigation and study.
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ンタクトプレーではけがをする危険性が高く，ラグ

Ⅰ─────────────── はじめに ─

ビーでは他の競技に比べ外傷が多く発生する。
日本ラグビーフットボール協会（以下，日本協会）

ラグビーフットボール（以下，ラグビー）はコンタ
クトを伴うスポーツである。タックルやスクラムは

は重度の後遺症や命に関わる外傷を最大限に回避す

ラグビーを象徴するコンタクトプレーであり，選手

べき事項として組織的に活動している 23）が，不幸な

のみならず観客をも魅了するものである。しかしコ

結果となる事故も報告されている。
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Table 1 Definition of ‘catastrophic injury’ by the Japan
Rugby Football Union

Table 3 Number of cases with catastrophic injury in
the JRFU and the WR

1 Brain injuries with loss of consciousness that continue
more than 24 hours regardless with/without skull frac-

Catastrophic Injuries

ture

number of cases

JRFU

2 Spinal cord injuries with paresis of arm and/or leg

1989.04 – 2013.12

611

3 Fatalities

1996.04 – 2013.12

311

4 Injury cases which required surgery on head or spinal

WR

cord

1996.04 – 2013.12

5 Injuries which required surgery at thoracic and/or

abdominal organ
6 Cases other than 1 to 5 that seemed to be serious

injuries
Table 2 A rugby-related injury considered as a potential
‘catastrophic injury’ requires report to the World Rugby

204

brain injuries

65

spinal injuries

104

fatalities

35

fatalities due to brain injuries

15

JRFU : the Japan Rugby Football Union
WR : the World Rugby

1 Spinal cord injuries

with an ASIA classification at 48 hours of A to D

ち受傷後早期の状態が WR Catastrophic Injury の基

2 Brain injuries

with a Glasgow Coma Scale (GCS) at 48 hours of ≦12
(i.e. graded as ‘moderate’ or ‘severe’)

準
（Table 2）
を満たした報告を今回の検討対象とした。

3 Fatalities

検討項目は，年次別発生数，受傷選手の年代カテ

(including spinal cord, traumatic brain, and cardiac
related fatalities)

ゴリー，受傷時のプレー，報告書に記載された診断
名，手術の有無等である。

ASIA : American Spinal Injury Association

Ⅲ─────────────── 結

本稿では日本協会に提出された重症傷害報告書を

311 報告のうち先の WR Catastrophic Injury の基

準 を 満 た し た の は 204 例 で あ り ， Glasgow Coma

もとに，国内ラグビー競技における重症頭部事故の
分析と安全対策について報告する一方，スポーツ頭

Scale が 12 点以下の頭部外傷は 65 例，頭部外傷が

部外傷における急性硬膜下血腫について言及する。

Ⅱ─────────────── 方

果 ─

原因の死亡は 15 例であった（Table 3）。

年次別発生数は 0〜8 例で，年平均 4.5 例であった

法 ─

（Fig.1）。競技登録者数は減少傾向にあるが，2000 年
から 2013 年までは平均 12 万 2 千人であり，競技人

資料とした重症傷害報告書は，死亡，頭部外傷，

口 10 万人あたりの年間発生数は約 3.7 人となった。

脊髄損傷，胸腹部外傷など 6 項目の重症傷害（Table 1）

年代カテゴリー別発生数は，中学（中学生，ラグ

が生じた場合，チーム責任者が所属都道府県協会を
通じて日本協会へ提出するものである。1989 年 4 月

ビースクール）が 4 例（ 5％），高校（高校生，高等専

から 2013 年 12 月までに 611 例が報告され，そのう

門学校生）が 40 例（ 50％），大学（大学生）が 16 例

ち 内 容 が 比 較 的 整 理 さ れ て い る 1996 年 4 月 か ら

（ 20％），社会人（トップリーグ，クラブチーム等）が

2013 年 12 月までの連続 311 例を選択した。

20 例（ 25％）であった（Table 4）。競技人口 10 万人あ

Rugby（以下，WR；International Rugby Board 国際

7.3 人，社会人 3.0 人であった。

また各国共通に重症事故を検証する目的で，World

たりの年間発生数は，中学 0.6 人，高校 7.0 人，大学

ラグビーボードより改称）は 2010 年にラグビーに関

受傷時のプレーは，スクラムが 1 例（ 1％），タック

する Catastrophic Injury 25）を定義した。311 例のう

ル さ れ て が 23 例 （ 29％），タ ッ ク ル し て が 42 例
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Fig.1 Annual number of cases with catastrophic injury between April 1996 and
December 2014.
Table 4 Number of cases with catastrophic brain injury by their age categories and
the playing situations where the injuries occurred

junior
high school

high
school

college

Top Leagueall
community categories

1 (1)

0

13 (2)

3 (1)

23 (6)

6 (1)

%

1 (1)

1

6 (1)

23 (4)

29

11 (1)

42 (8)

52

1

7 (1)

9

0

0

0

0

0

4 (1)

1

5 (1)

6

1

0

1

2

3

0

scrum

0

being tackled

1

tackling

2

ruck

1

3

2 (1)

maul

0

0

collision

0

miscellaneous

0

total cases

4

40 (8)

16 (5)

20 (2)

80 (15)

Top League: the Japan Rugby Top League
Fatalities in Italics
あった（Table 5）。

（ 52％），ラック 7 例（ 9％）
，衝突 5 例（ 6％）
，その他
および不明 2 例（ 3％）で，モールでの受傷はなかった

（Table 4）。

Ⅳ─────────────── 考

報告書に記載された診断名は，急性硬膜下血腫 47

察 ─

〔 安全対策 〕

例（死亡 8 例），脳内出血 13 例（同 2 例）
，脳挫傷 6 例

World Rugby は安全を最優先事項とし，1984 年に

（同 4 例），診断名不明を含むその他が 14 例（同 1 例）
であった（Table 5）
。

は脳振盪を起こした選手に対し原則 3 週間の練習と

手術が行われたのは総数 37 例（死亡 9 例）で，急性

試合への参加を禁止するなど，頭部外傷への安全対
策（Table 6）24）を立ててきた。2007 年には Rugby

硬膜下血腫 27 例（同 5 例）
，脳内出血 7 例（同 1 例）で
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Table 5 Reported diagnoses of catastrophic brain injuries and
their outcome after treatment with/without surgery

diagnosis
acute subdural hematoma

outcome
number
of cases non-fatal fatal

22

5

surgery (−)

17

3

6

1

surgery (−)

5

1

p=0.31

2. Enclosing ⁄ modifying potential sources of risk

separating people from sources of risk
padding on goal posts, impact specifications
for artificial pitch

p=0.73

3. Safe systems of operation

clearly written procedures
interpretation and implementation of the
Laws of the Game

6

surgery (+)

2

2

surgery (−)

0

2

surgery (+)

0

1

surgery (−)

13

0

miscellaneous

modification of the Laws of the Game
to ban the hazardous player-to-player situation, such as
spear tackle, short-arm tackle and tackle
above the line of the shoulder

13

surgery (+)

contusion

1. Eliminate the hazard

Fisher

47

surgery (+)

intracranial hematoma

Table 6 IRB safety management protecting players
from head injuries

p=0.40

4. Modification of behaviour

rugby charter, five core values

14

5. Personal protective equipment (headgear,

mouth guard)

p=0.07

6. Injury surveillance

IRB : the International Rugby Football Union

Digit shows patient number.
Fisher : Fisher’s exact probability test

Ready 26）と名付けた on-line text をホームページに掲

廣らによる柔道の頭部外傷事故報告 13）と同数であっ

げ，重症事故の軽減を目的とした教育や，練習と試

た。一方，熱中症や心疾患を含めた死亡数は 18 年間

合への準備をサポートする体制も整えている。

で 35 例あり，こちらは 27 年間で 110 例という柔道

日本協会でも 1980 年代より重症事故サーベイラン

死亡事故 22）の半数以下であった。死亡に関する海外

スを開始し，2003 年に重症事故対策特別委員会を立

の報告は少ないが，南アフリカからは 4 年間で頭部

ち上げ，2008 年から毎年，関東・関西・九州協会レベ

外傷により 4 名，心疾患で 2 名が死亡し，競技人口

ルで各都道府県の安全対策委員長と医務委員長を対

0.62 人と報告 2）された。

10 万人あたりの重症頭部事故の年間発生数は 0.10〜

象に安全対策講習会を開催している。この講習会は，
次いで両委員長が都道府県単位で開く講習会で同じ

ラグビーで起こる外傷の半数以上はタックルが原

内容を各チーム代表者に伝え，最終的にはチーム代

因であり 1,5,11,16），今回の報告でも原因の 8 割を占め

表者から各チームの競技登録者全員に講習内容が行

た。タックルではタックルをした選手とタックルを

き届くという伝達方式が用いられている。内容は

された選手の受傷に分けられる。国際的にはタック

タックルなどのプレー技術，体幹トレーニング，熱

ルをされて受傷することが多く 20），危険なタックル

中症など多項目にわたり，特に脳振盪は繰り返し取

をした選手は一時的退出または退場になる規則があ

りあげられた。

るなど，タックルをされた選手の受傷を防ぐ傾向に

冊子としては，1999 年に外傷発生時の初期対応の

ある。しかし国内ではタックルをした側の選手の受
傷が多かった。

手助けとなるラグビー外傷・障害ハンドブック（現在
はラグビー外傷・障害対応マニュアル

受傷機転は，相手選手にはじき返されて頭を地面

18）
）を作成し，

重症化の予防にも努めてきた。

れるなどがあり，これらは Rugby Ready に書かれ

に強打する，相手選手の体と地面との間に頭を挟ま

しかしながら重症頭部事故は約 18 年間で 80 例，

年間平均 4.5 例発生し減少傾向はみられなかった。

競技人口 10 万人あたりの年間発生数約 3.7 人は，永

た，安定した低い姿勢をとる，相手を最後まで見続
けるなどの技術が不十分であった結果と思われる。
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またタックルする選手が相手に低く入る low tackle

大出血となり，致命的または重篤な後遺症を残し 2
回目の出血が起こる可能性は低くなると考えられる。

が最も危険であるとする海外の報告 20）もある。

今回の報告書の内容に基づくと，重症外傷の発生

一方，脳表の静脈からの出血量はさまざまで少量で

頻度の高い高校・大学世代の選手を対象にいっそうの

は後遺症が残らないこともあるが，繰り返して受傷

指導が行われることが望ましい。すなわちタックル

した際には再び出血点になる危険性が残る。ただし，

を中心として座学だけの理解ではなく，プレーを通

2 回目受傷時の出血量やその転帰については正確に

して危険となる動作を選手に認識させ，それを回避

は解明されていない 14）。

する動きを習得させるべきであろう。同様なことは

日本脳神経外科学会では“スポーツによる脳損傷を

国外においても安全対策として議論・推奨されてい

予防するための提言”17）を作成し急性硬膜下血腫と

る 3）。

なった選手に対して原則スポーツへの復帰を推奨し
ないとした。

〔 急性硬膜下血腫 〕

これはスポーツ中に生じた硬膜下血腫が致命的と

報告書に記載された診断名は急性硬膜下血腫が圧

なり危険であることを，スポーツ関係者をはじめ国

倒的に多かった。手術は統計学的には生存に影響し

民に意識づけることでも十分に意義のあることと思

なかった。スポーツによる急性硬膜下血腫は脳挫傷

われる。

を伴わない単純硬膜下血腫であることが多く，一般

硬膜下血腫が少量で症状が改善した選手がスポー

には架橋静脈または脳表の静脈が出血源と考えられ

ツへの復帰を希望することは多々ある。そのため硬

4,9,19,21）
。脳表の動脈も出血源となるが，この

膜下血腫の危険性について十分に説明することが必

ている

場合は加齢の影響があるとされる

要である。しかし，一旦止血され治癒機転が働いた

4,7,10）
。

硬膜下血腫が将来的に再出血しやすいか否かについ

静脈洞につながる架橋静脈の損傷では致死的にな

Miller

ては現段階では未解決である。受傷した選手がその

12）は，上矢状洞近傍を走行する静脈では，静脈還

スポーツへの復帰が危険であるということを十分に

流を維持するために静脈内圧を頭蓋内圧より若干高

納得できるように，あるいはその選手の希望を生か

く維持する解剖学的構造の関与を指摘し，架橋静脈

が dural border cell layer 内で出血した場合は，この

せるように，症例の検証と今後の研究が必要 15）であ

layer 内に出血が広がり，血腫周囲で凝固が始まる

る。

ることが知られている
ら

9,14）
。この理由として

か，layer の剥離が停止するか，あるいは血腫腔と損

Ⅴ─────────────── おわりに ─

傷静脈の圧が等しくなるまで血腫が増大し続けると

国内ラグビー競技では 18 年間で死亡を含む重症頭

報告している。
架橋静脈は直線的加速度に加え角加速度が加わっ

部事故が 80 例あった。受傷が多い高校・大学世代に

8,19）
，前

対し，特にタックルに関する安全対策を講じること

述したタックルの受傷場面では回転力が加わって頭

が重症頭部事故減少につながる。スポーツによる急

を地面に強打していると推測される。

性硬膜下血腫の病態についてはさらなる知見を得る

た時に過伸展され損傷を受けやすいとされ

必要がある。

一方，窮隆部にみられる急性硬膜下血腫は脳表の
静脈が出血源と思われ

6,9,21）出血量は様々である。術
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グビーフットボール協会，河野一郎メディカル委員会担

後に後遺症を残すこともあれば，手術も不要な少量
の出血で収まることもある。正常の止血機構が作用
し損傷静脈内外の圧差がなくなることで止血される

当理事，渡辺一郎安全対策委員会委員長，古谷正博メ
ディカル委員会メディカル部門部門長，中村明彦メディ
カル委員会メディカル部門副部門長，外山幸正関西ラグ
ビーフットボール協会医務委員長に深謝致します。

と思われるが，出血量の違いを論ずる報告は見つか
らず，出血量は損傷静脈の径または損傷部の大きさ
によると考えられる。
まとめると，架橋静脈からの出血は 1 回の出血で
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前額皮切による慢性硬膜下血腫の

１泊２日クリニカルパス導入の有用性

竹田 誠

今井 哲秋

Usefulness of clinical pathway for chronic
subdural hematoma: One night hospital stay
for surgical treatment via small skin incision
on the forehead
MAKOTO TAKEDA, TETSUAKI IMAI, TSUTOMU KATO

加藤 功

Department of Neurosurgery, Hakodate Central General Hospital

Background : Chronic subdural hematoma (CSDH) is a
benign entity and can be treated surgically in most cases.
In recent years, the number of patients has been increasing
with the aging population and appropriate treatment is
required in terms of health economics.
Materials and Methods : In 2007 a clinical pathway (CP) for
surgical treatment of CSDH was developed in our department. Most of the patients underwent craniostomy and
drainage of hematoma via small skin incision on the
forehead without hair removal on the day of admission,
and were discharged the next day with a small adhesive
plaster over the operative scar. Sixty-one CSDH patients
were admitted to our department between 2007 and 2011.
Fifty-one patients were included in the CP while the
remaining 10 patients were excluded for various reasons,
including bad general and/or neurological conditions,
inconvenience in revisits to the hospital from a remote
place, and family's dissent. In 15 patients out of the 51
included patients, variances in clinical pathway were
observed due to surgical and/or systemic complications,
delayed recovery of ADL, or family refusal of discharge.
Results : Most of the patients showed quick recovery after
surgery, except for a patient in the excluded group who
suffered a femoral fracture as a complication from delirium
and wandering on Day 12, which resulted in poor outcome.
Recurrence occurred in 3 of the 61 patients (4.9%), which
compares favorably with previous reports. The mean
number of hospitalization days was 7.1. It was significantly
shorter than that of 53 patients treated between 2001 and
2006 before CP had been developed.
Conclusion : Reduction of hospital stay after the implementation of CP was achieved without deterioration in
quality of medical care. Shorter hospital stay may possibly
reduce major complications due to dementia.
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ないが，脳神経外科領域で最も外科的治療が奏功す

Ⅰ─────────────── はじめに ─

る疾患のひとつである。本疾患は社会の高齢化とと

慢性硬膜下血腫はその病態や成因に未解明な部分

もに増加傾向にあり，医療経済的な観点からも医療

があり，必ずしも良好な経過をたどる例ばかりでは

ニーズに対し過不足のない治療行為を提供すること
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Fig.1 Our clinical pathway for chronic subdural hematoma: patient's version in Japanese.
前の症例，B 群（ 36 例）
：パスを適用し完遂し得た例，

が求められている。当院では 2007 年 1 月に慢性硬膜

C 群（ 15 例）：パスを適用したがバリアンスとなった

下血腫に対する 1 泊 2 日を基本としたクリニカルパ

例，D群（ 10 例）：何らかの理由により入院時にパス

スを導入しており，その運用状況を報告し，あわせ
て早期自宅・社会復帰を容易にするために行っている

の適用を見送った例の 4 群に分けて治療成績，合併

前額の皺に沿った皮切下で行う術式の有用性をも報

症，在院日数等を比較検討した。パスは 1 泊 2 日を

告する。

基本とするが，術前日入院や術後 3 日までの経過観
察の幅を持たせ，それを超過した場合にバリアンス
とした（Fig.1）。統計学的解析には Mann-Whitney's

U test および χ2 検定を用い，p<0.05 を有意とした。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
〔 1 〕 クリニカルパス

〔 2 〕 術式：前額皮切による穿頭術

対象は 2001 年 9 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日ま

当科では以前より可能な例に対しては穿頭・ドレ

ナージ術を前額皮切下に行ってきたが（A群 53 例中

での間，当科にて慢性硬膜下血腫の診断下に外科治
療を行った患者のうち，シャント術や開頭術など外
科治療後に合併したもの，脳挫傷を伴う急性硬膜下

20 例），本パス導入にあたり標準的な手法とした。

血腫の慢性化，あるいは元々他科疾患や心身の障害

具体的には頭部を円座ないしは馬蹄で正中に固定し，

CT 画像（Fig.2-a）を参考に血腫前端付近に穿頭すべ

で入院・入所中であった例など，在院日数に影響を与
える因子を有する症例を除外した 114 例（男 81，女

く，局所麻酔下に前額の皺に沿った小皮切を置き，

側性 83 例であった。これを A群（ 53 例）：パス導入

ドレナージを挿入し，洗浄後ドレナージをそのまま

33）で，平均年齢 76.3 歳（47～96），両側性 31 例，片

high-speed drill にて小孔を穿ち，硬膜切開後血腫腔
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(a)

(b)

(a)

(b)

Fig.2 CT findings of typical chronic subdural hematoma: tomographic images (a)
and 3D-reconstructed image (b).

Fig.3 Operative scheme : a drainage tube is inserted through a burr hole perforated
with a high-speed drill via small skin incision on the forehead (a). Patient was
discharged on postoperative day 1 with a small adhesive plaster over the operative
scar on the forehead (b).

固定・留置した（Fig.3-a）
。閉創時には皮下を吸収糸，
皮膚を 5-0 ナイロン糸で縫合し小さな絆創膏やデュ

Ⅲ─────────────── 結

オアクティブ ET スポット®等で被覆した（Fig.3-b）。

果 ─

〔 1 〕 パスの適用状況

各群間の年齢・性別構成に有意差はなかった。D群

血腫が側方あるいは後方にあるなど解剖学的な理由

で前額皮切を断念した例が 61 例中 5 例（ 8.2％）あり，

におけるパス不適用の理由は，元々の ADL が不良

従来通り剃毛下に血腫の厚い部分を穿頭した。抜糸

で入院を機会に療養施設への入所を希望した例が 4，

は 1 週間後外来にて行った。術後残存空気量の測定

遠隔地から来院しており通院が不便で抜糸までの入

は CT 装置（TOSHIBA Aquilion64）に付属のソフト

院を希望した例が 3，痙攣発症で抗攣剤の調整に時
間を要すると予想された例や術後ワーファリン再開

ウェアを使用した。
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Fig.4 Pre- and post-operative modified rankin scale score (mRS).
後に調整時間を要すると予想された抗凝固療法患者，

〔 4 〕 合併症

入院時肝硬変を指摘され術後内科転科予定となった

例が各 1 であった。C 群におけるバリアンスの原因

主な合併症は A群でドレナージ位置不良 3，髄液

は血腫増大やドレーン留置延長など手術因子が 3，

漏 2，術後血腫増加 1 など手術に関連したものが 6，

に ADL は回復したが家族の受け入れ不良が 4，紹介

痙攣発作が 3，肺炎および脳梗塞が 1，計 10 事象が

ADL 回復遅延が 3，他科合併症で転科が 2，その他

第 3 病日までに起こっていた。管理上問題となる不

元医師の意向 1，術者の意向 2 など患者・医療者いず

穏・徘徊・暴力行為などの精神症状も術後早期から 7

れの側にも心理的な抵抗がみられ，特に初期に顕著

例にみられ，そのうち術当日に血腫腔ドレナージを

であった。

自己抜去した例および第 6 病日に転倒し大腿骨骨折
を合併した例の 2 例で有害事象の原因となった。退

〔 2 〕 術前後の modified Rankin Scale（mRS）の

院後の合併症として術創のケロイド化が 1 例でみら

れた。B 群では周術期の合併症はなく，6 例に精神

変化

術前後の mRS は，改善／不変／増悪が A群で 43 ⁄

症状がみられたがそれに起因する有害事象はなかっ

8 ⁄ 2，B 群で 31 ⁄ 5 ⁄ 0，C 群で 14 ⁄ 1 ⁄ 0，D群で 8 ⁄ 2 ⁄

た。退院後，顔面腫脹および原因不明のめまいで各

1 と大半の例で術後改善していたが，3 例で増悪を認

めた（Fig.4）。A群では転倒し大腿骨骨折を合併した

1 例が早期再受診した。慢性期に術創がケロイド化

では大腿骨骨折の 1 例，計 3 例であり，全例で合併

が有害事象につながった例はなかった。第 21 病日に

した症例がこの群でも 1 例みられた。C 群では血腫

例，脳梗塞と肺炎を合併し死亡した例の 2 例，D群

増加が 1 例でみられた。3 例で精神症状がみられた

症が mRS 悪化の原因となっていた。

転倒し頭皮裂傷の縫合を要した例がみられた。D群

ではドレナージ位置不良 1 や髄液漏 2 など手術関連

〔 3 〕 再発・再手術

事象が 3，痙攣発作 1 が周術期にみられた。精神症

再手術を要した再発例はパス導入前（A群）3 例で再

状を呈した 3 例のうち，周術期に再三にわたりガー

発率 5.7％，導入後（BCD群総計）も 3 例で 4.9％。再

ゼをはがし清潔保持が不能で術創感染を合併した例

発に関し，抗凝固療法中，重度貧血，血小板減少，

および第 12 病日に転倒し大腿骨を骨折した例の 2 例

肝硬変，精神発達遅滞による脳萎縮など影響が疑わ

が有害事象につながった。

れる因子を有していたのは 4 例で，残る 2 例は原因

〔 5 〕 在院日数

不明であった。

在 院 日 数 は A群 11.1 日 ， B 群 2.6 日 ， C 群 11.4
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Fig.5 Average number of hospitalization days.
日，D群 16.8 日，BCD群総計 7.1 日と，パス導入前

有害事象は A群・D群各 2 例，全 4 例中 3 例で第 6 病

後で有意に短縮されていた（Fig.5）
。

日以降に発生していた。徘徊・転倒による大腿骨折の

2 例は早期退院し慣れ親しんだ自宅環境に帰ること

Ⅳ─────────────── 考

で予防できた可能性がある。

察 ─

早期退院に伴いドレナージ留置期間は必然的に短

かくなる。至適なドレナージ留置期間に関し Yu ら 11）

〔 1 〕 クリニカルパス

は高齢者に対しては 3 日間以上が必要とするが，

慢性硬膜下血腫は比較的治療効果の予測しやすい

Sindou らは 96 時間で合併症が有意に増えることを

疾患であり，ほとんどの医療機関でクリニカルパス
を作成・運用しているものと思われる。DPC 全国統

示し 9），有竹らは 12 再発例のうち 6 例が 24 時間以

計 2）によれば本疾患の在院日数が 3 日を切る施設も

みられるものの，全国平均在院日数は 12.6 日であ

内の不十分なドレナージが原因であったとしてい

り，我々がパス導入後に得た 7.1 日という数字は短

い方に属する。治療成績や合併症なども従来の成績

効性を証明した Santarius らのプロトコールで採用さ
れた 48 時間が概ね標準的な留置期間と考えられる

と比べ遜色はなく，医療の質を落とすことなく所期

が 6），本シリーズでは流出不良により留置期間を延

の目的を達成できたと考える。

長した 5 例以外は 24 時間以内のドレナージにとど

る 1）。現時点では 2010 年の RCT でドレナージの有

は 4.9％と諸家の報告と比べ遜色はなかった。また，

もう一点我々が期待したのは早期自宅復帰による

まっており明らかに短時間であった。しかし再発率

合併症，ことに精神症状による有害事象の予防効果
であった。Robinson らによれば，ICUに入室した各

未抜糸の創管理の問題や状態悪化による再入院例は

科術後高齢者の 44％に平均 2.1 日目から譫妄がみら

なかった。

因子であった 5）。Zapatero らは，内科病棟入院患者
れ，元々認知症を有していることが非常に強い危険

〔 2 〕 前額皮切による術式

の 0.057％が大腿骨折を合併し，有意な在院日数の延

慢性硬膜下血腫の外科治療に関しては一般的な穿

長と死亡率の上昇，医療費の増大がみられたと報告，

頭術の他に，ツイストドリル，経皮的硬膜下穿刺，

12）
。

開頭術など手技的なバリエーションはあるものの，

やはり認知症と譫妄を危険因子として上げている

今回のシリーズにおいても認知症の悪化や譫妄など

皮切や穿頭部位を論じた報告は少ない 3,10,11）。従来当

精神症状そのものは入院初期からみられ在院日数の

施設では血腫の厚い部分をハンドドリルで穿頭し，

短縮では減少しなかった。しかし，それに起因する

洗浄ドレナージ後残存空気を抜き閉創する一般的な
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方法を取っており，ほぼ全例で剃毛を要した。今回

たとえ hairline 内の皮切であっても丁寧な縫合が必

は永遠ではなく，ことに比較的若年の男性の場合，

我々は血腫の形状に着目し，前額部の皺に沿った小
皮切を置き，high-speed drill で穿頭する術式を標準

要なのは言うまでもない。

的手法とした。大半の血腫は前頭部に先端を持つ木
の葉型をしており（Fig.2-b）
，前額皮切下に穿頭する

Ⅴ─────────────── おわりに ─

ことで血腫前端から血腫長軸に沿ったドレナージの
挿入が容易であった。また本法では穿頭部が術野最

本パスの導入により医療の質を落とすことなく在

上部にあり，原理的に術後の空気残存量が少なくな

院日数の短縮が可能であった。認知症を有する患者

る。本法では積極的な空気抜きはしていないが，従

来 法 と 比 べ 片 側 例 で 9.9 ml 対 23.5 ml，両 側 例 で

に対しては，早期退院で精神症状による有害事象を

33.0 ml 対 53.3 ml と有意差は認めないものの少ない

減ずることができる可能性が示唆され，社会的な

activity の高い患者に対しては，無剃毛で小さな創，

傾向であった。術後残存空気に関しては異論が多い。

Nakaguchi らはドレナージを前方に挿入することで

短期入院，そして何より頭を切らないことで社会復

残存空気量が減り再発率も減少したと報告 4）。塩見

に「旅に出る」と周囲に告げて入院してきた例もあ

らは 2001 年と 2002 年の報告でドレナージの方向が

り，治療可能な認知症が存在することが一般に周知

前方か後方かは残存空気量にも再発率にも影響しな

されていない現状においては本パスおよび本術式の

かったが，内視鏡下に正確にドレナージを血腫前端

有用性は小さくないと考える。

7,8）。 Yu

帰へのハードルを下げることが可能であった。実際

ら は ド レ ナ ー ジ の 向 き （ frontal ⁄

に留置しえた場合には再発がきわめて少ないと述べ
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Accident is a major cause of death in children. In
pediatric head trauma, there are some patients with skull
fractures which might originate from familial carelessness.
Here, we investigated the characteristics of the pediatric
skull fracture patients who were admitted to our hospital
emergency department. From April 2009 to September 2013,
94 patient under 15 years old with skull fractures were
studied. The each number of patient was 46 (0 – 2 y.o.), 23
(3 – 6 y.o.), 17 (7 – 12 y.o.), and 8 (13 – 15 y.o.), and the rate
of boys were 63%. According to mechanism of injuries,
there were 64 patients in falls, 11 in pedestrian vs. vehicle,
and 1 in abuse. Parietal bone fractures were frequently
observed in falls, and many patients showed multiple skull
fractures in accidents and depressed fracture in direct hit of
things. Almost patients (86%) were treated conservatively,
while a surgical intervention was more needed to the
patients in traffic accidents. Good prognosis accounted for
90%, although increased poor prognosis was observed in
the traffic accident cases. Because epidemiology of pediatric
head trauma in Japan is less, it was considered necessary to
continue the future investigation.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

厚生労働省による死因統計では， 1～15 歳までの

2009 年 4 月から 2013 年 9 月 の期間に，当院救急

死因の第一位は不慮の事故であり，その半数以上は

外来を受診した 26 万 4842 人のうち，15 歳以下の小

頭部外傷が原因とされている

児頭蓋骨骨折患者 94 人を対象とした。頭蓋骨骨折の

6,9） 。小児頭部外傷に

おける頭蓋骨骨折の頻度は 2.1～26.6％とされ 1），重

ない頭部外傷例や頭蓋底骨折のみの症例は除外した。

症頭部外傷の 75％，軽症頭部外傷の 10％とも報告さ
れている

受傷機転は以下のように分類した：転落・墜落・転倒，
交通事故車内，交通事故 VS 歩行者，交通事故 VS

10） が，実態は依然不明である。今回我々

は，小児頭部外傷患者における頭蓋骨骨折に関し

自転車，物体の直撃，その他。 頭蓋骨骨折の部位

て，その実態と特徴を検討した。

は，前頭骨，頭頂骨，側頭骨，後頭骨，複数に分類
した。骨折の種類は，線状骨折，陥没骨折，離開骨
折，複数に分類した。手術は頭蓋骨修復が主目的の
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Fig.1 Age distribution.

場合を修復術，頭蓋内病変に対する手術が主目的の
場合を頭蓋内手術とした。

Ⅲ─────────────── 結

Fig.2 Age and cause of injury.

果 ─

〔 1 〕 年齢分布（Fig.1）
，女性 35 名（ 37％）で，年齢分布
男性 59 名（ 63％）

は 0〜2 歳が 46 名（ 48.9％）
，3～6 歳が 23 名，7～12

歳が 17 名，13～ 15 歳が 8 名だった。このなかで，
家族の不注意（抱っこしていて落とした，ショッピン
グカートから落とした，自家用車で轢いた，など）が
原 因 と 思 わ れ る 頭 蓋 骨 骨 折 例 は ， 0〜 2 歳 で 18 名

（ 39％）， 3～ 6 歳 で 1 名 （ 6％）， 7 歳 以 降 で は 0 名
だった。

〔 2 〕 年齢と受傷機転（Fig.2）
受傷機転は，転落・墜落・転倒が最も多く
（ 64 名），

交通事故 VS 歩行者（ 11 名）であり，交通事故車内（ 5

名）の順に多かった。この交通事故車内の中には，
シートベルトの不着用や不適切使用例が含まれてい
た。虐待が疑われた症例は 1 例であった。0〜２歳で
は転落・墜落・転倒が最も多く 38 名（ 83％）
で，次いで

交通事故 VS 歩行者 4 名（ 9％）だった。この交通事故

歩行者 4 名のうち 3 名は家族の車に頭部を轢かれた
症例であり，いずれも自宅または職場の駐車場内で
Fig.3 JCS at admission and cause of injuries.

の発生だった。3〜6 歳でも転落・墜落・転倒が最も多

く 13 名（ 57％）で，次いで交通事故 VS 歩行者 5 名
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Fig.4 Skull fracture location and mechanism of injuries.

Fig.5 Skull fracture type and mechanism of injuries.
例の中で，JCS0 で頭部 CT 上頭蓋内異常がない場合

（ 22％）だった。7〜12 歳でも転落・墜落・転倒が最も
多く 12 名（ 71％）で，次いで交通事故 VS 自転車 3 名

は，入院せずに帰宅する症例（ 12 例）もみられた。

（ 18％），交通事故 VS 歩行者 2 名（ 12％）だった。13

〔 4 〕 頭蓋骨骨折の部位と受傷機転（Fig.4）

〜15 歳では，転落・墜落・転倒は 1 名のみと少なく，
交通事故 VS 自転車と物体の直撃が 3 名ずつだった。

転落・墜落・転倒では頭頂骨骨折が最も多く（ 34％），
次いで後頭骨（ 27％），前頭骨（ 17％），側頭骨（ 17％）

〔 3 〕 来院時意識状態と受傷機転（Fig.3）

で，単独部位の骨折が 95％を占めた。交通事故車内

JCS 0〜3 の 77％（ 59 名）が転落・墜落・転倒だった

では後頭骨が 60％を占め，交通事故 VS 歩行者で

のに比べ，JCS 100〜300 では交通事故 VS 歩行者が

は，側頭骨（ 36％）と多発部位（ 36％）が多かった。交

40％（ 4 名）を占めていた。JCS 10 以上では交通事故

通事故 VS 自転車では側頭骨（ 38％）が最も多かった。

関係の患者の割合が増えていた。転落・墜落・転倒症
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Fig.6 Intracranial lesions.

Fig.7 Over all treatment.

〔 5 〕 骨折の種類と受傷機転（Fig.5）
全ての受傷機転で線状骨折が最も多かった（ 76％）。
特に，転落・墜落・転倒では線状骨折が最も多かった

（ 88％）。交通事故 VS 歩行者では，線状骨折に加え
離開骨折や陥没骨折などの複数種類の骨折が最も多

かった（ 45％）。物の直撃では陥没骨折が 50％を占め
た。

〔 6 〕 頭蓋内病変（Fig.6）
骨 折 単 独 が 36％と 最 も 多 く ， 次 い で 脳 挫 傷

Fig.8 Outcomes at discharge.

（ 17％），外傷性くも膜下出血（ 14％）
，急性硬膜下血
腫（ 13％），急性硬膜外血腫（ 11％）だった。

〔 7 〕 治療（Fig.7）
全ての受傷機転で保存的治療が最も多く行われて
おり（ 86％），骨折修復が主目的の手術は 3％，頭蓋

Ⅳ─────────────── 考

内手術が主目的の手術は 11％だった。転落・墜落・転

察 ─

倒では 90％が保存的に治療され，8％が頭蓋内手術

頭部外傷は小児において一般的であり，米国にお

を目的に手術が行われた。物体の直撃による受傷で

けるその推定発生率は年間 10 万人当たり 250 人で，

も頭蓋内に異常がなければ，保存的に経過を診るこ

毎年 7000 人以上が死亡し，6 万人が入院し，60 万人

とが多かった。

が救急外来を受診しており

2），頭 部 外 傷 の

26.6％は頭蓋骨骨折を伴うとされている

〔 8 〕 予後と受傷機転（Fig.8）

2.1〜

1）。また，

重症頭部外傷の 75％，軽症頭部外傷の 10％に頭蓋骨

全ての受傷機転で GR が 90％を占めていた。転

骨折を伴うとも報告されている 10）。今回の研究では

落・墜落・転倒では 94％が GR だった。交通事故車

救急外来を受診した患者総数を母集団としたため，

内，交通事故 VS 歩行者では，死亡がそれぞれ 1 名，

小児頭蓋骨骨折の発生率を算出することはできな

2 名だった。

かったことが，今後の課題と考えられた。
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我が国における 20 歳未満の頭部外傷の調査 11）で

ぞれ 26％ずつで最も多く，荒木らの報告とほぼ同様

比は 62.7％と 37.3％で我々の研究と類似していた。

の結果だった 1）。頭頂骨 30％次いで前頭骨 27％が多

は，年齢階層別では 0〜4 歳が 58.4％と最多で，男女

かったとされる報告 2）とは，やや異なっていたが，

男児の方が女児よりも活動性が高いことがその違い

それは受傷機転によって頭蓋骨骨折の部位が異なっ

と思われた。また幼児（1～5 歳児）の障害事故に関す

たのであろう 2）。転落・墜落・転倒では，小児の体に

る調査研究 5）によると，受傷発生頻度は 1〜2 歳では

対して頭の比率が大きく，重い頭部から転落・墜落す

年 20 回以上，3～5 歳児では年 5 回程度であり，3 歳

るので頭頂骨骨折が多く，また転倒した場合身体の

以降になると，運動機能などの身体機能が発達した

バランスが悪く後方に転倒することが多いので，後

り注意力が上がったりするので，受傷する機会が

頭骨骨折が多いと考えられた。交通事故症例（人また

減ったと考えられた。

は自転車）では，事故の状況から側面衝突することが

外傷の原因は，転倒・転落が最も多く 60％前後
や

多いので，側頭骨骨折が多いと思われた。

5）

75.6％11）と報告されている。我が国における頭部

治療に関しては，772 名（ 86.1％）が保存的に治療

され，58 名（ 6.5％）に骨折の修復術，67 名（ 7.5％）に

外傷の全体像を把握するために 2005 年に行われた

One Week Study（以下，OWS2005）では，５歳以下

頭蓋内手術が必要だったとの報告がある 2）。我々の

の受傷機転は転落・転倒が多く，6 歳以上になると交

研究でも同様であり，86％が保存的に治療され，3％

通事故と転落・転倒が同程度だった 3）。受傷部位は年

に骨折の修復術，11％に頭蓋内手術が行われていた。

少児が頭部・顔面受傷が，年長児では下肢が多いとさ

これは重症頭部外傷治療・管理のガイドライン 8）に準

れる 5）。これは年長児になると運動は活発になるが，

じて手術適応を判断した結果であるが，頭蓋内病変

頭や顔を打つような転倒・転落が少なくなることが推

がなく，骨折の偏位がなければ，頭蓋骨骨折の多く

察され，これらも児の運動機能などの発達と関連す

は手術を必要としないことが明らかになった。

予後に関して，全ての受傷機転で GR が 90％を占

るのではないかと推察されている。このように小児
が頭部外傷を起こしやすい理由として，運動能力を

めていた。我々の研究では，重症度に関係なく頭蓋

身につける発達段階にあること，躯幹に比べ頭部が

骨骨折を伴った症例のみの検討であるため，骨折を

大きく重心が上方にあるため転倒しやすいこと，身

生じないが強い剪断力が加わるタイプの重症頭部外

長が低いため目の位置が低くなり相対的に視野が狭

傷患者は除外されており，軽症例が多く結果的に予

くなること，興味対象に関心が集中し注意力が散漫

後良好群が多くなったのではないか考えられる。小

になること，状況判断力や危険を察知する能力が乏

学的検討では，小児は成人に比し死亡率（18.8％ vs.

児重症頭部外傷患者（GCS score 8 点以下）の臨床疫

39.7％）が低く転帰は全般に良好であり，その受傷原

しいこと，空間認識，位置感覚や距離感などの判断
能力が未熟なこと，自分を支えるだけの腕力がない

因別に転帰・死亡率に有意差はなかったとされる 7）。

こと，などが挙げられる 11）。
骨折では線状骨折が最も多く（ 76％）みられ，全頭
蓋骨骨折の約 75％は線状骨折であるという報告

同様の小児重症頭部外傷患者の検討では，受傷機転

で 交 通 事 故 が 45.6％で 最 も 多 く ，次 に 転 落 ・転 倒

1）と

（ 35.3％）が多いが，同様に受傷原因による転帰に有

同様だった。特に転落・墜落・転倒では線状骨折は

88％にも及んでいた。小児の頭蓋は高い可塑性と変

意差はなかったとされる 4）。重症例だけでなく，今

形性，吸収性を有しており，機械的ストレスに対し

回の研究のように頭蓋骨骨折症例においても，受傷

て「骨折」することで脳への影響を最小限にしたため

の原因にかかわらず小児は予後良好であることが示

だと考えられた

唆された。

1）
。小児の頭蓋骨は骨代謝が盛んで

あり，骨癒合が早い。我々の症例でも凡そ 3〜6 ヵ月
頭部レントゲン写真で骨折の経過をみたが，いわゆ
る「Growing skull fracture」になった症例はなく，経

Ⅴ─────────────── おわりに ─

過を追えた症例全てに骨癒合がみられた。

当院における小児頭蓋骨骨折患者の特徴について

我々の研究では，頭頂骨骨折と後頭骨骨折がそれ

検討した。 転落・墜落・転倒による骨折は，単一の線
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Intracranial hypotension following trauma
in association with the presence of
a C1-C2 cerebrospinal fluid leak

C1-C2 sign を呈した

外傷に伴う低髄液圧症候群
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Object: Retrospinal C1-C2 fluid collection (C1-C2 sign) is
known as a sign on cervical magnetic resonance (MR)
imaging in patients with intracranial hypotension. In
recent consecutive 7 patients treated in our hospital for
intracranial hypotension, 3 patients manifested C1-C2 sign
on sagittal T2-weighted fat-suppressed cervical MR imaging.
We hereby report these three cases of intracranial hypotension manifesting C1-C2 sign with special reference to
diagnostic imaging and pathophysiological implication.
Methods : The findings of radioisotope cisternography
(RIC), cranial MR imaging, spinal MR imaging, MR myelography, and computed tomography (CT) myelography of 3
patients with C1-C2 sign on cervical MR imaging were
retrospectively reviewed.
Result : All three patients developed intracranial hypotension following trauma. The common imaging findings for 3
patients of intracranial hypotension with C1-C2 sign were
diffuse dural enhancement on cranial MR imaging, C1-C2
sign on spinal MR imaging and MR myelography, floating
dural sac sign (FDSS) on spinal MR imaging, and early
bladder radioisotope accumulation on RIC.
Conclusion : Both FDSS and C1-C2 sign on T2-weighted
fat-suppressed MR imaging are important findings of
intracranial hypotension following trauma. From the
imaging findings, we classified spinal cerebrospinal fluid
leak into extra spinal canal leak, epidural leak, and
enhanced absorption.
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フィーの所見として報告し 4） ，その後 Yousry らが

起立性頭痛患者にみられる MRI 所見として報告した

Ⅰ─────────────── はじめに ─
低髄液圧症候群の MRI 所見として，C1-C2 レベル

ものである 11） 。最近我々は 3 例の C1-C2 sign を呈

の脊髄背側の長方形の硬膜外水信号である C1-C2

sign が知られている。 C1-C2 sign は Kasner らが特

した外傷に伴う低髄液圧症候群を経験し，その画像

診断および病態について検討したので報告する。

発 性 低 髄 液 圧 症 候 群 に み ら れ る CT ミ エ ロ グ ラ
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Fig.1 Case 1. 44-year old man with postural headache developed 2 months after fall
while in-line skating.

A: Coronal gadolinium-enhanced T1-weighted cranial magnetic resonance image showing
subdural hematoma and diffuse dural enhancement. B: Sagittal T2-weighted fat-suppressed
cervical magnetic resonance image showing C1-C2 sign (arrow). C : Axial T2-weighted fatsuppressed spinal magnetic resonance image showing floating dural sac sign. D: Radioisotope
cisternography showing asymmetric paradural radioisotope accumulation. E : Coronal fluidattenuated inversion recovery cranial magnetic resonance image showing increased subdural
hematoma despite the conservative therapy. F: Sagittal T2-weighted cranial magnetic resonance
image showing brain sagging (arrow).

Ⅱ─────────────── 症
〔 1 〕 症例

〔 2 〕 症例

例 ─

2

31 歳，男性。スキー場のそりで転倒した 2 週間後

に起立性頭痛が出現した。頭部 MRI で硬膜のびまん

1

性増強（Fig.2-A），頚椎 MRI で C1-C2 sign（Fig.2-

44 歳，男性。ローラーブレードで転倒した 2 ヵ月

後に起立性頭痛が出現した。頭部 MRI で両側硬膜下

B）
，脊髄 MRI で C1 から Th5 にわたる FDSS（Fig.2-

C）を認めた。RIC で頭蓋頚椎移行部背側の RI 異常

血腫および硬膜のびまん性増強を認め（Fig.1-A），頚
椎 MRI で C1-C2 sign（Fig.1-B）
，脊髄 MRI で C1 か

集積（Fig.2-D）および 2.5 時間早期膀胱内 RI 集積を

ら L5 にわたる floating dural sac sign（FDSS）
（Fig.1-

認めた。安静臥床，水分摂取により症状は改善した。

C）を認め，RI 脳槽シンチグラフィー（RIC）で胸・腰
椎に非対称性の RI 異常集積（Fig.1-D）および 2.5 時

〔 3 〕 症例

間早期膀胱内 RI 集積を認めた。約 1 ヵ月間安静臥床

3

66 歳，男性。脚立から落ちそうになって頚をひ
ねった 1 ヵ月後に起立性頭痛が出現し，2 ヵ月後に
嘔気・嘔吐，見当識障害が出現した。頭部 MRI で両

および経口水分摂取や補液による保存治療をしたが，
左硬膜下血腫の増大（Fig.1-E）
，脳幹の扁平化（Fig.1F）をきたし，意識障害が出現したため，左硬膜下血

側硬膜下血腫および硬膜のびまん性増強（Fig.3-A），
脳幹扁平化（Fig.3-B）を認め，頚椎 MRI で C1-C2

腫のドレナージを施行した。その 2 週間後に左硬膜

sign（Fig.3-C），脊髄 MRI で C1 から Th11 にわたる

下血腫が再発したため，再度血腫ドレナージ施行し，

FDSS（Fig.3-D）を認めた。RIC で RI 異常集積は認

その 2 日後にブラッドパッチを施行して症状は改善

めなかったが，2.5 時間早期膀胱内 RI 集積を認めた。

した。
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Fig.2 Case 2. 31-year old man with postural headache developed 2 weeks after fall
while sledding.

A: Coronal gadolinium-enhanced T1-weighted cranial magnetic resonance image showing
diffuse dural enhancement. B: Sagittal T2-weighted fat-suppressed cervical magnetic resonance
image showing C1-C2 sign (arrow). C : Axial T2-weighted fat-suppressed spinal magnetic
resonance image showing floating dural sac sign. D: Radioisotope cisternography showing
retrodural radioisotope accumulation.

Fig.3 Case 3. 66-year old man with postural headache developed 1 month after
twisting his neck on a stepladder.

A: Coronal gadolinium-enhanced T1-weighted cranial magnetic resonance image showing
subdural hematoma and diffuse dural enhancement. B: Sagittal T2-weighted cranial magnetic
resonance image showing brain sagging (arrow). C : Sagittal T2-weighted fat-suppressed
cervical magnetic resonance image showing C1-C2 sign (arrow). D: Axial T2-weighted fatsuppressed spinal magnetic resonance image showing floating dural sac sign. E : Axial
computed tomography myelography showing floating dural sac sign.

CT ミエロでは Th3 から Th11 にわたる FDSS（Fig.3-

膜のびまん性増強，頚椎 MRI での C1-C2 sign，脊

髄 MRI で の FDSS， MR ミ エ ロ で の C1-C2 sign，

E）を認めた。血腫ドレナージと安静臥床，水分摂取

RIC での 2.5 時間早期膀胱内 RI 集積であった。

により症状は改善した。

Ⅲ─────────── 3 症例の画像診断 ─

Ⅳ─────────────── 考

3 症例の画像診断のまとめを Table 1 に示す。3 症

〔 1 〕 C1-C2 sign

例に共通して認められた画像所見は頭部 MRI での硬

察 ─

C1-C2 sign は特発性低髄液圧症候群（spontaneous
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Table 1 Radiological findings in three patients with intracranial hypotension following trauma

Case
1

Cranial MRI

Spinal MRI

Diffuse dural enhancement
Subdural hematoma

C1-C2 sign
FDSS C1-L5

MRM
C1-C2 sign

Asymmetric paradural R
accumulation T-L

CTM
Not done

2.5 h early bladder RI
accumulation

Brain sagging
2

RIC

Diffuse dural enhancement

C1-C2 sign
FDSS C1-T5

C1-C2 sign

Retrodural RI
accumulation C1-C2

Not done

2.5 h early bladder RI
accumulation
3

Diffuse dural enhancement
Subdural hematoma

C1-C2 sign
FDSS C1-T11

C1-C2 sign

2.5 h early bladder RI
accumulation

FDSS T3-T11

Brain sagging

MRI: magnetic resonance imaging, MRM : magnetic resonance myelography, RIC: radioisotope cisternography, CTM:
computed tomography myelography, FDSS : floating dural sac sign, RI: radioisotope, C: cervical, L: lumbar, T: thoracic,
2.5 h: 2.5 hours

intracranial hypotension; SIH） や 硬 膜 穿 刺 後 頭 痛

髄硬膜嚢外側の水分貯留像，脊髄硬膜嚢虚脱を示す

（post dural puncture headache; PDPH）の MRI 所見

festooned appearance などを脊髄硬膜外腔での漏出

として Yousry らが最初に報告した C1-C2 背側の水

分貯留像である

11）。C1-C2

髄液貯留所見としての重要性を強調して Hosoya ら

sign の出現機序として

が命名したものである 3）。Hosoya らは FDSS を脊

Yousry らは減少した脊髄腔の髄液量を代償するため

髄 MRI 脂肪抑制 T2 強調水平断像で脊柱管内の脊髄

に C1-C2 レベルの静脈叢が拡張しようとする際に静

硬膜外腔が三日月状～全周性の高信号を示す所見と
している。堀越は FDSS を脊髄硬膜外腔拡大所見と

脈叢から水分が透過して貯留したものだと推察して
11）。一 方

Schievink ら は C1-C2 sign が 硬 膜 外

呼び，脊柱カーブの外側（頚椎・腰椎で腹側，胸椎で

腔造影で再現されたことから，C1-C2 背側の水分貯
いる

背側）に優位に出現し，胸椎部で顕著だと報告してい

留は C1-C2 レベル以外の部位から硬膜外腔へ漏出し

る 2）。我々の 3 症例全例で FDSS を上位頚椎から中

た髄液が脊柱管内の間隙を伝って頭側に拡がり，C1-

位胸椎以下に亘る硬膜外腔に認めた。FDSS，特に胸

C2 レベル背側の軟部組織に流出したものだとし，

椎レベルの FDSS は Hosoya ら，堀越が報告してい

C1-C2 部硬膜が必ずしも髄液漏出点ではないことか
ら false localizing sign と呼んだ

るように脊髄脳脊髄液漏出症を示す感度の高い所見

3 症例で

であり，脊髄脳脊髄液漏出症のスクリーニングに適

膜外腔の水分貯留を示す FDSS が上位頚椎にまで認

像において髄液量減少により硬膜管が虚脱し，相対

9）
。我々の

は，貯留水分付近に MRI で造影される静脈が少ない

していると考えられる 2,3）。FDSS は脊柱管の水平断

的に拡大した硬膜外腔が MRI 脂肪抑制 T2 強調像で

ことから静脈からの水分の透過は否定的であり，硬

められたことから，C1-C2 sign は脊髄硬膜外腔に漏

高信号として認められるものである。この高信号域

出・貯留した髄液が黄色靱帯を欠く C1-C2 レベルで

弾性繊維に乏しい後環軸膜

にはリンパ組織，静脈・静脈叢，漏出貯留髄液が含ま

8）から大後頭直筋および

れていると考えられる 5）。

下頭斜筋の筋層間に流出した髄液成分を示している

〔 3 〕 RIC

RIC での脊髄髄液漏出を示す直接所見は片側限局

と考えられた。

性の硬膜外 RI 異常集積であるが，実際には稀な所見

〔 2 〕 FDSS

FDSS は SIHの画像所見として報告されている脊

である 6）。RIC はダイナミックかつ空間分解能の低
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Fig.4 Classification of spinal cerebrospinal fluid leak.
CSF : cerebrospinal fluid, FDSS: floating dural sac sign

い検査であり，脊髄髄液の slow flow leak や FDSS

型（Fig.4-A），硬膜外腔漏出型（Fig.4-B），髄液吸収亢

のような脊柱管内硬膜外の貯留髄液を直接に捉える

ことは困難だと思われる。RIC の脊髄髄液漏出を示

進型（Fig.4-C）の 3 つに分類した。脊柱管外漏出型は

す間接所見としては早期膀胱内 RI 集積所見，RI ク

脊椎の手術で硬膜を損傷したり硬膜閉鎖が不十分で

7）などがある。近年，脈管外通液路，脊

髄腔の髄液が破綻した硬膜および脊柱管を経て脊柱

リアランス

あった場合や PDPHにみられる髄液漏出である。脊

管外に流出貯留するものである。MRI では破綻した

髄くも膜顆粒などの脊髄神経根周囲からの脳脊髄液
吸収経路が明らかになりつつあり，これらの経路で

硬膜・脊柱管部に連続した髄液が脊柱管外に貯留した

の髄液吸収亢進が低髄液圧症候群の一因であること

像として認められる。硬膜外腔漏出型は何らかの原

5）
。このような機序も含め，臨床

因で硬膜が破綻し，髄液が脊柱管内硬膜外腔に流出

所見からは低髄液圧症候群が疑われるが画像診断で

髄液が多い場合には C1-C2 sign を伴う。髄液吸収亢

が示唆されている

貯留するものである。MRI では FDSS を示し，貯留

は直接に髄液漏出部や硬膜外腔髄液貯留を証明でき

進型は硬膜や脊柱管にマクロの破綻はないが脊髄神

RIC 間接所見は有用とされる 6,10）。しかしながら生

ない場合に，髄液漏出の有無を診断するものとして

経根周囲の脈管外通液路，脊髄くも膜顆粒での髄液

吸収が亢進したものである 5）。MRI では髄液の漏出

理的な脳脊髄液吸収経路が脊髄周囲に存在するなら

ば偽陽性早期膀胱内 RI 集積もあり得るため 1），RIC

大による FDSS を示すと考えられる。

や貯留は認めないが，脊髄硬膜嚢虚脱と硬膜外腔拡

間接所見は非特異的かつ正常所見との境界が明確で
はなく参考所見にとどめるべきである。

〔 4 〕 脊髄脳脊髄液漏出の分類（Fig.4）

低髄液圧症候群の脊髄 MRI 所見に関連して，脊髄
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Organized chronic subdural hematoma radically
cured by small craniotomy with neuroendoscope:
神経内視鏡下小開頭血腫除去術の 1 例
a case report

器質化慢性硬膜下血腫に対して
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We here report a case of organized chronic subdural
hematoma radically cured by small craniotomy with neuroendoscope. A 75-year-old woman presented with right
motor weakness and aphasia. Burr hole trepanation surgery
was performed, but the hematoma was hardly removed,
because of the hardness of the hematoma. Based on the first
operation findings, the diagnosis was organized chronic
subdural hematoma. We planned the craniotome surgery.
However, the general anesthesia seemed to be risky because
the patient suffered from cirrhosis of the liver and angina
pectoris. That was why we used the rigid neuroendoscope
under local anesthesia (1% lidocaine) with propofol and
pentazocine providing sedation. Intraoperatively, two burr
holes were made and connected. The final opening was
approximately 4 cm in diameter. Her symptom was free
after this surgery. No recurrence of hematoma was encountered after an operation for two years. This operative
method is less invasive than wide-ranging craniotomy to
evacuate the hematoma. In addition, advantages of the
endoscopic approach include access to the entire hematoma
cavity through a small craniotomy and electrical coagulation
of active bleeding. Organized chronic subdural hematoma
is generally treated by broad craniotomy under general
anesthesia. Our case indicates that this method represents
a feasible treatment option for elderly patients at high risk
for general anesthesia who suffers from organized chronic
subdural hematoma.
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頭による血腫除去術が次善の策としてあげられる。今

Ⅰ─────────────── はじめに ─

回われわれは，小開頭にて神経内視鏡を用いて根治

器質化慢性硬膜下血腫は全慢性硬膜下血腫の 0.5〜

2％に発生し

しえた器質化慢性硬膜下血腫の 1 症例を経験したの

2） ，血腫の性状から穿頭手術は治療困

で報告する。

難であり，一般に開頭手術が第一選択となる。しか
し開頭手術は通常，全身麻酔が必要であり，手術時

Ⅱ─────────────── 症

間や出血量の点からも患者の全身状態によっては非

例 ─

例：75 歳，女性。

常に侵襲的になる。したがって器質化慢性硬膜下血

症

腫の開頭手術が困難な場合には，局所麻酔下の小開

既往歴：12 年前よりアルコール性肝障害を患って
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Fig.1 A, B : Computed tomography (CT) obtained on
admission displays left subdural hematoma. The inner
membrane of the hematoma is accompanied by calcification. C: CT after burr hole trepanation for acute subdural
hematoma shows removed little hematoma.

Fig.3 A : Operative endoscopic view reveals organized
chronic subdural hematoma involved solid component.
B : Hematoma is almost removed, and the hematoma
cavity is stopped bleeding.

Fig.4 A : Postoperative CT reveals decreases in the
volume of subdural hematoma B : Postoperative bone
window CT showing small craniotomy. C: CT at 2 year
postoperatively shows complete resolution of the
hematoma.

機能障害よりも残存血腫による脳への圧迫が直接原

Fig.2 A: Perioperative view: skin incision is extended
the first one. B : The dura matter is appeared. C: The
organized chronic subdural hematoma. D: The hematoma
is removed and the inner membrane is appeared.

因と思われたため，全身麻酔下での開頭手術が必要
症肝硬変（Child Grade C）により，全身麻酔は困難と

と判断した。しかし待機中に狭心症発作の持続，重
判断し，局所麻酔下での小開頭による内視鏡支援下
での血腫除去術を行う方針とした。初回手術の穿頭
部位に加えて新たな穿頭を 1 ヵ所設け，血腫のほぼ

中心に 4 cm 径の小開頭を行った。硬膜切開すると直

おり，最近は肝硬変にまで移行していた。他に狭心
症も指摘されていた。
現病歴：約 1 ヵ月前より徐々に食欲が低下し，同

下には厚い血腫外膜および硬い血腫が存在していた。

時期に日常生活動作も低下したが，肝機能の異常と

リンパス社製，直径 2.7 mm で先端角 0°および 30°）
ここで肉眼的に直下の血腫を除去した後に硬性鏡（オ

思われたので頭部の精査は行われていなかった。数
日前より失語と右半身の筋力低下が出現し，さらに
傾眠傾向となり，頭部 CT にて左慢性硬膜下血腫を

を用いて硬膜下腔を観察した。開頭範囲の大きく外

側まで血腫の除去を行い，吸引管および腫瘍攝子な

認め，当科紹介となった。入院同日，局所麻酔で穿

どを用いて外膜および内膜に接する組織も除去した。

頭手術を行った。しかし血腫は液体ではなく除去が

最終的には血腫内膜から外膜へ移行する折り返し点

困難な固形成分が主体であり，器質化慢性硬膜下血

にて処理し，Oxidized Cellulose の充填による止血

腫と確定診断した（Fig.1）
。初回手術にて約 20 cc の

も，確認可能であった。血腫外膜からの出血は凝固

血腫除去を行い，手術直後，傾眠および右片麻痺の

操作を行い，血腫外膜は開頭部位の直下のみ切除し
て手術を終了した（Fig.2, Fig.3）。術後 CT にて血腫

改善を認めた。しかし見当識障害の改善はなく，肝
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除去は良好であり（Fig.4-A）
，意識障害および右片麻

本症例では，全身状態が悪く全身麻酔が困難である

痺とも改善した。ただし手術後においても狭心症発
作が続いており，頻回に nitroglycerin の頓服使用が

ことから，内視鏡支援下での小開頭術を行い，血腫

必要であった。また肝硬変に関しても血中アンモニ

腫外膜は深部については除去が困難であり，小開頭

アが高値を呈しており全身管理に難渋した。術後 4

の範囲にとどめざるを得ない。和久井ら 7）によれば，

週間後に，全身管理および術後リハビリテーション
目的にて他院転院となった。術後定期的に，頭部 CT

内視鏡支援の小開頭血腫除去後，1 ヵ月以内に血腫

による経過観察を行っているが，手術 2 年後の現在

今回は根治しえたが，さらに広範囲の器質化慢性硬

でも再発は認められていない（Fig.4）
。

膜下血腫においては小開頭では外膜除去は限界があ

除去と同時に血腫外膜を可及的に凝固した。また血

増大を呈し，全身麻酔下の外膜除去を要したという。

る。したがって血腫外膜からの出血のコントロール

Ⅲ─────────────── 考

が，内視鏡下小開頭手術の成否に関与すると思われ

察 ─

た。また本症例では，初回の穿頭位置を利用して血
腫中央に小開頭すべく 2 ヵ所目の穿頭を行ったが，

器質化慢性硬膜下血腫の形成には慢性硬膜下血腫

Rodziewicz らの 2 症例では神経内視鏡を利用して血

の出現より 3 ヵ月から 3 年といわれる 5）。その発生
は，過去の穿頭術や開頭術，あるいは髄液シャント

腫の長軸方向にアプローチすることで良好な結果を

術後に生じ，髄膜炎が関与した報告もある 5）。さら

得ている 6）。

に糖尿病，肝硬変，動脈硬化などの全身性の代謝や

超高齢化社会である本邦では，今回のような頭部

循環機能の障害を有する際に，新生膜を慢性的な微

外傷症例が増加すると予測される。局所麻酔下の小

小循環不全に陥れ，壊死を引き起こして器質化する

開頭による内視鏡支援手術は，器質化慢性硬膜下血

4）
。今回の症例では頭部の手術歴あるい

腫の治療において，治療法の選択肢になりえると考

といわれる

は明らかな外傷機転も認めなかった。しかし約 12 年

えられた。

前より肝硬変を有するなど代謝性疾患が基盤にあり，
微小な出血を繰り返したことにより器質化慢性硬膜

Ⅳ─────────────── おわりに ─

下血腫が形成されたと思われた。

画像所見に関しては，頭部 CT においては血腫内

器質化慢性硬膜下血腫の症例に対して，局所麻酔

部が均一な低吸収域を示すもの，均一なやや高吸収

下での内視鏡支援による小開頭血腫除去術で根治し

域の内部構造を示すもの，高吸収域と低吸収域が混

えた 1 例を経験した。全身麻酔のリスクを有する症

在するものなどが報告されている。さらに血腫の脳

例では手術侵襲を回避する目的で，局所麻酔下の小

表側には厚い血腫内膜の存在するため線状の均一な

開頭手術が有用であった。

高吸収域を認めることもある 3,4）。さらに MRI では

血腫腔は不均一な混合域を呈することが多く 2），手
術前に血腫の時期や性状を確認することが可能とな

る。本症例では初回の穿頭術前に MRI の撮影は行っ
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Head injury caused by the pitching machine
of baseball

野球における頭部外傷：

ピッチングマシンによる頭部外傷
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On baseball with large player population, severe head
injuries have frequently occurred as compared with other
sports. Since 2009 we treated six patients with severe head
injuries on baseball, two of them underwent surgical treatment for the injuries, caused by pitching machine. Although
the majority of baseball-related head injuries were caused
by direct impact with the ball, the pitching machine that
propelled high velocity ball is known to cause severe head
injuries. We report here our pitching machine related head
injury cases as warning.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅱ────────────── 対象・症例 ─
2009 年以降に当院で経験した野球での重症頭部外

中学校の武道必修化に伴い，学校スポーツにおけ

傷は 6 例あった。全例男性，平均年齢 15.6 歳（14 歳

る頭部外傷，特に柔道事故に注目が集まってきてい

～ 16 歳）。Table 1 の如く，6 例中 3 例で手術加療が

る。しかし，重症頭部外傷の発生件数では，競技人
口の多い野球が最も多い

3）
。2009

行われ，このうち２例の原因はピッチングマシンに

年以降に当院で経

験した野球における重症頭部外傷は 6 例あり，うち

由来していた。

2 例はピッチングマシンに起因していた。野球事故

代表例を提示する。

は硬式野球ボール（硬球）による外傷が多いとされ，

〔 症例 3 〕

硬球の直撃による頭蓋骨骨折や脳挫傷の報告 2,4,6）は
散見されるが，ピッチングマシンよる頭部外傷の報

16 歳，男性。ピッチングマシンの清掃中に機械が

告例は稀である。ピッチングマシンに由来する重症

作動し，ボールを投げる鉄製アームが顔面を直撃，

例も存在することから，教育の一環である部活動で

当院救急搬送。搬入時，意識清明，顔面に挫創があ

り，CT で左前頭骨の陥没骨折，左前頭葉に脳挫傷，

の使用に際する注意喚起を込めて，当科での治療例

顔面骨の粉砕骨折を認めた（Fig.1）。同日入院，頭蓋

を報告する。

形成術施行し，陥没骨折を整復。入院 7 日目顔面骨
粉砕骨折に対し形成外科で観血的整復固定術施行
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Table 1 Summary of characteristics in 6 patients with baseball-related severe head injury
症例 年齢 性別

受傷機転

ヘルメット

診断名

入院期間 手術加療

転帰
（GOS）

1

14 歳

男

投球
（硬球）
が右側頭部に直撃

無

急性硬膜外血腫
頭蓋骨骨折

7日

無

GR

2

15 歳

男

投球
（硬球）
が右側頭部に直撃

有

急性硬膜外血腫
脳挫傷

8日

無

GR

3

16 歳

男

ピッチングマシンのアームが
顔面を直撃

無

頭蓋骨陥没骨折・脳挫傷
顔面骨粉砕骨折・顔面挫創

18 日

有

GR

4

15 歳

男

ピッチングマシンから射出さ
れた硬球が前額部に直撃

無

頭蓋骨陥没骨折
脳挫傷

15 日

有

GR

5

16 歳

男

打球
（硬球）
が前額部に直撃

無

頭蓋骨陥没骨折

0日

無

GR

6

16 歳

男

投球
（硬球）
が前額部に直撃

無

急性硬膜外血腫・脳挫傷
頭蓋骨骨折

12 日

有

GR

Abbreviations: GOS=Glasgow Outcome Scale ; GR=good recovery

（Fig.2）。18 日目独歩退院。顔面の瘢痕・感覚障害を

頭部外傷の発生件数は競技人口の多い野球が最多で

認める以外には明らかな脱落症状なし。29 日目（夏

ある 3）。野球における頭部外傷では硬球による外傷

休み中の受傷で 2 学期開始時）に復学し，現在も野球

が多いが，その中には頻度は少ないものの自験例の

部に所属。

ようにピッチングマシンに由来する重症例も存在す
る。教育の一環である部活動においてもピッチング

〔 症例 4 〕

マシンの使用頻度は高く，不慮の事故を予防するた

15 歳，男性。他の部員がピッチングマシンを調整

めには啓蒙ならびにピッチングマシンの管理体制の
確立が必要である。

射出された。15 m の距離で速度 130 km/h の硬球が

していたところ，機械が作動，硬球が患者めがけて

部活動における頭部外傷に関して，平成 21 年の重

左前額部に直撃し，受傷。左前額部に陥没を認め，

症頭頚部外傷（診療開始月の治療費が 1 ヵ月で 10 万

症状はなく，左前額部に皮下血腫を認め，CT で左前

円以上要した頭頚部外傷）の発生数は 507 件で，競技

当院救急搬送。搬入時，意識 JCS 1，明らかな脱落

種目別では野球の発生件数が最多であり，発生頻度

頭骨の陥没骨折，左前頭葉に脳挫傷を認めた（Fig.3）
。

ではラグビー，柔道，体操，野球・サッカーの順と報

入院 2 日目に頭蓋形成術（陥没した骨片を除去し，チ

告されている 3）。重症頭部外傷の内訳は，柔道・ラグ

タンメッシュで形成）施行（Fig.4）
。15 日目独歩退院。

ビーでは急性硬膜下血腫が多く，野球では急性硬膜

明らかな脱落症状なし。46 日目（夏休み直前の受傷

下血腫よりも急性硬膜外血腫や脳挫傷，外傷性くも

で 2 学期開始時）に復学し，現在も野球部に所属。受

膜下出血が多いとされている 3,5）。

傷時のポジションはキャッチャーであったが，投手・

ピッチングマシンに関連する事故としては，症例

4 の如くマシンから射出された硬球が頭部に直撃し，

野手に転向し，野球を続けている。

急性硬膜下血腫，脳挫傷をきたした例 4）や，硬球が

Ⅲ─────────────── 考

胸部に直撃し，重症不整脈を引き起こし死亡した例 7）

察 ─

などの重大な事案が報告されている。

近年スポーツにおける頭部外傷，特に柔道に関し

日本高等学校野球連盟によると平成 12 年から 23

て社会的に注目が集まっているが，部活動での重症

年までの 12 年間でピッチングマシン関連の事故は 6
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Fig.1 Case 3: CT on admission

CT and 3D-CT showed a depressed fracture (arrow) on the left frontal bone, a contusion (arrow head) in the frontal lobe and
a comminuted fracture on facial bone (double arrow).

Fig.2 Case 3 : postoperative CT and MR images.

A : CT (upper) and MRI (lower, T2-WI) showed a contusion (arrow head) in the frontal lobe. B: 3D-CT showed a redused
depressed fracture by cranioplasty and facial reconstruction with titanium plates.

告 は な い 。教 育 現 場 に お い て 最 速 150 km も の ス

事例 1）しか報告されておらず，実際の発生件数は軽
微なものも含めると多数生じているものものと想像

ピードで硬球を射出しうるピッチングマシンの管理

される。

体制が確立されていないことは憂慮すべき事態と思

ピッチングマシンの使用については始動時の調整

われる。重大事故の発生を予防するため，ピッチン

には必ず複数の部員で行い，周囲を十分に確認する

グマシン使用時には責任者の立ち会いを義務付ける

ことや防具・防護用品の着用などによる頭頚部外傷事

など，取り扱いに関する責任の所在を明確にし，不

故の予防が推奨されている 1）。しかし日々の部活動

慮の事故発生予防に対する啓蒙が必要であると考え

における，上記の安全対策の実施に関しての調査報

る。
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Fig.3 Case 4: CT on admission.

CT and 3D-CT showed a depressed fracture (arrow) on the left frontal bone and a small contusion (arrow head) in the frontal
lobe.

Fig.4 Case 4 : postoperative CT and MR images.

A: MRI (upper: T2-WI, lower : T2*) showed a small contusion (arrow head) in the frontal lobe. B: 3D-CT showed a reduced
depressed fracture by cranioplasty with titanium mesh and plate after removal of depressed bone.

ンの取り扱いには細心の注意が必要であることは論

Ⅳ─────────────── おわりに ─

を俟たない。学校教育での使用に際しては責任者同
席での使用を義務化するなど，取り扱いに関する責

重症頭部外傷の発生件数が多い野球においては

任の所在を明確にする必要がある。

を 130 km/h 以上の速度で射出できるピッチングマシ

ピッチングマシンに起因する事故も存在する。硬球
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A chronic subdural hematoma (CSDH) is a hematoma
present in a capsule within the subdural space, which
develops in the chronic phase after minimal head trauma.
Refractory CSDH, a CSDH that recurs repeatedly after
burr-hole drainage, has been reported in some cases. A 76year-old man who lived alone and had a history of alcoholic
liver dysfunction and hypertension presented with left
hemiparesis after head trauma. Computed tomography
(CT) revealed a right CSDH, and he underwent burr-hole
drainage. CT performed the next day showed a recurrence
of CSDH with slight left hemiparesis, but no surgery was
performed. He developed left hemiparesis after l7 days,
and CT showed increase of hematoma. He underwent
surgery 7 times for 5 recurrences (3 burr-hole drainages,
burr-hole drainage after embolization of the middle
meningeal artery [MMA] , hematoma evacuation with
capsulectomy and hematoma evacuation). He had a recurrence of CSDH for about 2 weeks after each operation. CT
performed after the last operation showed no recurrence.
Several clinical factors could have caused the recurrences
in this case. Potential coagulopathy due to alcoholic liver
dysfunction may have been the major factor contributing to
the recurrences. There are three treatment options conventionally used for CSDH: burr-hole drainage, embolization
of the MMA, and capsulectomy. In this case, capsulectomy
proved to be effective in preventing recurrence.

Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅱ─────────────── 症

例 ─

慢性硬膜下血腫は，軽微な頭部外傷後に被膜を

患

者：76 歳，男性，独居。

伴って硬膜下に血腫が貯留する疾患である。治療は

主

訴：左上下肢筋力低下。

穿頭術による洗浄血腫ドレナージ術が施行されるが，

既往歴：アルコール依存症・アルコール性肝硬変，

時に再発を繰り返す難治性の場合がある。その場合
血管内治療も併用するなど

頭部打撲，高血圧。
家族歴：特記事項なし。

3,12）
，他の治療手段が考

慮される。今回我々は，7 度に渡る積極的外科的治

現病歴：以前より頻回の頭部打撲の既往あり，当

療介入を要した難治性慢性硬膜下血腫の 1 例を経験

科初診の 3 日前にも転倒した。2014 年某日，転倒後

したので報告する。

に，左上下肢筋力低下を主訴に近医を受診した。頭
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Fig.1 CT before the first operation shows a right CSDH
(A). CT performed the next day shows a high-density
area in the lateral wall of the subdural space (B).

Fig.2 CT on day 19 shows a recurrence of CSDH (A).
CT performed the day after the second operation shows
a small high-density area in the subdural space (B).

部 CT にて右慢性硬膜下血腫を認めたため，当院救

急外来に紹介された。

来院時神経学的所見：JCS（Japan coma scale）2，

GCS（ Glasgow Coma Scale） E4V4M6， 左 上 下 肢

Manual Muscle Test（MMT）
：3 ⁄ 5 の不全片麻痺を認
検査所見：頭部 CT にて等吸収域を示す右慢性硬

めた。

膜下血腫を認め，正中偏位も伴っていた（Fig.1-A）。
血液生化学的検査では，血小板数 7.1 万／µl，T-Bil

Fig.3 CT on day 55 shows a recurrence of CSDH (A).
CT performed after the sixth operation shows no recurrence (B).

4.3 mg/dl，GOT 59 U/l，γ-GTP 475 U/l であり，血

小板減少，肝胆道系酵素の上昇を認めた。その他，
凝固系も含めて異常は認めなかった。
入院後経過：右慢性硬膜下血腫の診断の下，入院

て，局所麻酔下に前回の burr-hole から穿頭洗浄ドレ

にて中硬膜動脈の比較的近位部を塞栓し，引き続い

の上緊急手術を施行した。手術方法は局所麻酔下に
よる穿頭洗浄ドレナージ術を施行し，被膜切開によ

ナージ術を施行した。血腫の性状は前回と同様で

り暗赤色流動性血腫の噴出を認めた。血腫量は約

100 ml 程度であった。翌日の CT にて血腫腔外側壁

あった。術後は症状の改善を得た。ところが，入院

に高吸収域を認めたが（Fig.1-B）
，症状は改善してお

り，経過観察とした。左片麻痺に対してリハビリを

CT にて再発を認め（ 3 回目の再発），翌日同様に穿頭

洗浄ドレナージ術を施行した。血腫の性状は過去 3

継続していたところ，入院 19 日目に左下肢筋力低下

回と同様であった。術後症状は改善した。入院 55 日

の再発を認めた（Fig.2-A）
。同日，緊急手術を行い，

再発と判断した（Fig.3-A）。4 度目の再発であり，開

44 日目に左上下肢筋力低下（MMT: 4 ⁄ 5）が出現し、

（MMT: 3 ⁄ 5）が出現し，CT にて右慢性硬膜下血腫

目に左上下肢麻痺（MMT: 3 ⁄ 5）が出現し，CT にて

新たに穿頭して，穿頭洗浄ドレナージ術を施行した。

頭により被膜ごと摘出することとした。クエッショ

前回と同様に暗赤色流動性血腫の噴出を認めた。翌

日の CT にて少量の高吸収域を認めたが（Fig.2-B），

ンマーク型の皮切を置き，大開頭を行った。硬膜を

経過観察とし，その後症状は軽快した。入院 31 日目

腫腔内は暗赤色の血液と器質化部分で構成されてお

CT にて再発と判断した（ 2 回目の再発）。今回は中硬

り，血腫除去に伴い内膜と脳表とは自然に剥離され，

切開すると，被膜で覆われた血腫が確認された。血

に再度左下肢筋力低下（MMT: 3 ⁄ 5）が出現し，再度

血腫内膜も摘出した。血腫外膜摘出部の硬膜裏面か
らの oozing をバイポーラで止血した。術後の CT 上

膜動脈塞栓術後に穿頭洗浄ドレナージ術施行の方針

とした。血管内手術手技を用いて，14％NBCA 0.8 ml

も再出血はなかった（Fig.3-B）。しかし，翌日の CT
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Ⅲ─────────────── 考

察 ─

本症例は 5 度の再発に対して，計 7 回の積極的外
科的治療を施行した。慢性硬膜下血腫の治療は，局
所麻酔下での穿頭洗浄ドレナージ術により，予後は

良好である。しかし，再発率は 6.8～13.4％であり，

その因子に関しては，男性，高齢者，アルコール，
糖尿病，抗血小板薬・凝固薬内服，発症から日数が経
過していること，脳萎縮，両側慢性硬膜下血腫，両

Fig.4 CT performed the day after the sixth operation
shows recurrence of CSDH and midline shift (A). CT
performed after the seventh operation shows no recurrence (B).

側手術，血腫量が多い，術前の血腫吸収値が鏡面を
形成していること，術後血腫腔縮小率が少ないこと，
などが報告されている 1,4,7,8,11,14）。
これらの再発因子を本症例に照らし合わせると，
男性，高齢者（ 76 歳），アルコール，血腫量が多い

（初回手術で術中約 100 ml 程度），術翌日 CT にて血

腫腔縮小率が少ないことが当てはまる。加えて本症
例では，初回手術において，肝障害による凝固機能
分であった可能性があることが，翌日の CT 所見か

が低下していた上に，術中の厳密な止血操作が不十
ら示唆され，再発のリスクが非常に高かったと考え
られる。特にアルコール依存状態は，それに伴う肝
障害から，血小板減少，凝固異常などにより再発率
が増加すると思われるが，血小板減少，凝固異常が

Fig.5 CT performed 3 months after discharge shows no
recurrence.

有意に再発率を上昇させるという報告は検索し得た
範囲では確認できなかった。本症例では軽度の血小
板減少を認めたが，採血データ上凝固異常は認めな
かった。アルコール依存自体が，採血検査に現れな
いる可能性は考えられる。胆道系酵素の内，特に γ-

い潜在的な凝固異常に関与し，再発率を上昇させて

GTP は，アルコールの摂取によって上昇する。入院

にて硬膜下血腫の再発と髄液貯留により，脳実質へ

後に禁酒となり，γ-GTP が入院後 57 日目の時点で

の圧迫はむしろ悪化しており（Fig.4-A）
，同日再度開
頭血腫除去術を施行した。今回は血腫除去の後，内

部を観察すると，硬膜裏面からの oozing を認めた。

118 U/l と低下し，前述した潜在的な凝固異常が改善

凝固止血に加え，フィブリン糊，アビテン，トロン

ビン水（トロンビン 1 万単位／生理食塩水 100 ml）な

した可能性があることも，難治性慢性硬膜下血腫治
癒の一因となったと考えられる。尚，本症例では症

どを用いて，止血を行い，血腫腔ドレーンを留置し

状が進行性であり，緊急で手術を施行したが，患者

翌々日の CT 上出血像が認められないことを確認し

の状態が許されるなら，アルコールなどの要因によ

終了した。術後 CT にて再出血はなかった。翌日，

（Fig.4-B），ドレーンを抜去した。その後は頭部 CT

る凝固異常が落ち着いた時点で，待機的手術を考慮

にて再発はなく，残存した軽度の左片麻痺に対して

機の期間に関しては，文献上検索し得た範囲では，

リハビリテーションを行い，入院 115 日目に施設入

明らかなものはなく，現時点で基準はない。患者の

してもよかったかもしれない。ただし，具体的な待

所退院となった。3 ヵ月後のフォロー時の CT 上も

状態に合わせて適宜判断するのが現状である。
慢性硬膜下血腫の標準治療は，局所麻酔下による

再発所見はなかった（Fig.5）
。
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穿頭洗浄ドレナージ術であるが，今回は難治性で

だけの切除を施行すれば，十分な血腫増大抑制効果

あったため，初発と 5 回の再発に対して洗浄ドレ

を得ることが期待できると思われる。一般に，脳表

ナージ術，中硬膜動脈塞栓術，開頭での被膜摘出術

と血腫被膜内膜の剥離は脳表挫滅のリスクが高い。

を計 7 回施行した。計 4 回の洗浄ドレナージ術を施

ただし，本症例においては，血腫除去の際に血腫被

行し，すべての手術でドレナージを留置した。しか

膜内膜が脳表から自然と剥離されたため，剥離に難

し，術後一時的に症状は軽快したが，すべて再発し

渋することがなく，出血することもなかったため，

た。ドレナージ留置に関しては意見の分かれるとこ

ろではあるが，Santarius らの randomised controlled

安全に摘出できると判断し，血腫被膜の全摘とした。

trial の結果によると，再発率はドレナージを留置し

7 度目の手術において，術中所見で脳表からの出血

10）
。そのため洗浄ドレナージ術に関しては，再発

られる。ただし，血腫被膜内膜を無理に剥離する必

た群（ 9.3％）が留置しなかった群（ 24％）よりも低かっ

た

は認められなかったことからも，血腫被膜内膜を剥
離したことが，再発に関与した可能性は低いと考え

初回手術の翌日の頭部 CT における高吸収域の分布

要のある症例では，血腫内膜剥離は禁忌と考えられ

され，止血手技の問題が再発の要因となったことが

Ⅳ─────────────── おわりに ─

率の低い方法で施行し得たと考えられる。ただし，

る。

から，手術の際に止血が不十分であったことが予想
十分に考えられる。

7 度に渡る積極的外科的治療介入を要した難治性

中硬膜動脈塞栓術に関しては，難治性慢性硬膜下
血腫に対して，近年有用性が報告されている

慢性硬膜下血腫の 1 例を報告した。本症例における

3,5,12）
。

慢性硬膜下血腫増大の機序は，その血腫被膜外膜の

再発としては，特にアルコール性肝障害による潜在

毛細血管の破綻による血腫腔への間欠的な出血と考

的な凝固機能異常が大きく関与していると思われる。

えられている

6）
。これらの毛細血管と中硬膜動脈に

治療法としては，洗浄ドレナージ術，それに続く中

は吻合があり

13）
，中硬膜動脈を塞栓することで，血

硬膜動脈塞栓術でも再発を繰り返したので，開頭被
膜切除術も有用であった。

腫被膜外膜への血流を遮断し，血腫増大を抑制しよ
うというのが理論的背景となる。適応としては，標
準治療である洗浄ドレナージ術後の再発例，特に易

文

出血性など，再発リスクを持つ再発例などである 3）。

献
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たように，血腫増大の機序が，主に血腫被膜外膜に
あると考えられていることから 6,13），血腫被膜外膜
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■ 栗原 伴佳
（函館新都市病院 脳神経外科）
〒041-0802

北海道函館市石川町 331-1

一般社団法人 日本脳神経外傷学会
第 1章

年度分の年会費を添えて本法人事務局に申し込
むものとする。
2 理事会は，入会の申し込みがあった者について
審査をし，正会員については，理事会による承
認をもって，本法人の正会員となる。

総則

（名称）
第 1 条 本法人は，一般社団法人日本脳神経外傷学会
（The Japan Society of Neurotraumatology, JSNT）
と称する。
（主たる事務所）
第 2 条 本法人は，主たる事務所を，東京都板橋区大谷
口上町 30 番 1 号 日本大学医学部脳神経外科
講座内に置く。

定款

（年会費）
第 7 条 正会員及び賛助会員は，定款施行細則（以下
「細則」という）に定める年会費を納入しなけれ
ばならない。
2 既納の会費については，理由の如何を問わずこ
れを返却しない。
3 名誉会員については，年会費を免除する。

（目的等）
第 3 条 本法人は，国民全体の保健・医療・福祉に寄与す
るため，脳・脊髄及び末梢神経系の外傷に関する （任意退会）
第 8 条 退会を希望する会員は，その旨を本法人事務局
医学の進歩の促進を図り，広く知識の交流を行
に届け出ることにより，任意にいつでも退会す
うことを目的とし，その目的を達成するために，
ることができる。ただし，未払いの会費がある
以下の事業を行う。
場合は，その納入後に退会できるものとする。
（1） 学術集会の開催
（2） 機関誌「神経外傷（Neurotraumatology）
」の
（除名）
発行
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合は，
（3） その他，本法人の目的を達成するために必
社員総会の特別決議により当該会員を除名する
要な一切の事業
ことができる。ただし，この場合，当該会員に
対し議決の前に弁明の機会を与えなければなら
（公告方法）
ない。
第 4 条 本法人の公告方法は，本法人の主たる事務所の
（1）
本定款及び細則に違反した場合
公衆の見えやすい場所に掲示して行う。
（2） 本法人の名誉を傷つけ，または本法人の目
的に反する行為をした場合
（3） 連続して 2 年間，年会費の納入を怠った場合
第 2 章 会員及び社員
（4） その他，除名すべき正当な事由があった場合
（会員）
第 5 条 本法人の会員は，次の 3 種とする。
（1） 正会員
本法人の目的に賛同し，所定の入会手続き
を経た医師及び研究者等
（2） 名誉会員
本法人に特に功労のあった者で，社員総会
において承認された者
（3） 賛助会員
本法人の事業を賛助するため所定の入会手
続きを経た個人または団体
2 本法人の会員は，学術集会に参加し，研究発表
を行い，機関誌「神経外傷」の配布を受けるこ
とができる。
（入会）
第 6 条 本法人に正会員又は賛助会員として入会を希望
する者は，所定の用紙に必要事項を記入し，初

（会員資格の喪失）
第 10 条 前 2 条の場合によるほか，
次のいずれかに該当す
るに至った場合は，
会員はその資格を喪失する。
（1） 総正会員の同意があった場合
（2） 会員の死亡又は解散
（社員資格の得喪に関する規定）
第 11 条 本法人の正会員の中より，細則の規定に基づき，
社員を選任する。
2 前項の規定により選任された社員をもって，一
般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以
下「一般社団・財団法人法」という）上の社員と
する。
3 社員はいつでも辞任することができ，辞任しよ
うとする者は，辞任届を本法人事務局に提出し
なければならない。
4 前項の場合によるほか，本法人の社員は，以下
の事由により，その社員たる資格を喪失する。
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前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一
とする。
4 補欠により選任された監事の任期は，前任者の
任期の残存期間と同一とする。

ただし，未履行の義務については，これを免れ
ることはできない。
（1） 第 8 条乃至第 10 条に規定する本法人の会
員資格の喪失事由に該当するに至った場合
（2） 総社員の同意があった場合

（役員報酬）
第 17 条 理事及び監事は，無報酬とする。

第 3章

役員及び役職

（役員）
第 12 条 本法人には，次の役員を置く。
（1） 理事 3 名以上
（2） 監事 1 名以上 2 名以内
2 理事のうち，1 名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって，一般社団・財団法人法上
の代表理事とする。

第４章

会議

（会議）
第 18 条 本法人には，その業務を遂行するにあたり，次
の会議を置く。
（1） 社員総会
（2） 理事会

（理事の職務）
第 13 条 理事は，理事会を組織し，法令及び本定款で定
第 5 章 社員総会
めるところにより，本法人の職務を執行する。
2 理事長は，本法人を代表し，学術集会を含め，
（社員総会）
本法人の業務を総括する。
第 19 条 本法人の社員総会は，定時社員総会及び臨時社
員総会の 2 種とする。定時社員総会は，毎事業
（監事の職務）
年度末日の翌日から 3 箇月以内に開催する。臨
第 14 条 監事は，一般社団・財団法人法第 99 条乃至第 104
時社員総会は，その必要がある場合に随時これ
条の職務を行い，これを社員総会に報告する。
を招集する。
2 監事は，理事会に出席し，必要があると認める
2 臨時社員総会は，次の各号の一に該当する場合
ときは，意見を述べなければならない。
に開催する。
（1） 理事会が必要と認め，招集の請求をしたとき
（役員の選任及び解任）
（2） 総社員の議決権の 5 分の 1 以上から会議の
第 15 条 理事及び監事は，本法人の社員の中から，社員
目的である事項及び招集の理由を記載した
総会の決議において選任する。ただし，必要に
書面をもって招集の請求があったとき
応じて社員以外の者から選任することを妨げな
い。
（招集）
2 理事長は，法令の規定に基づき，理事会の決議
第 20 条 社員総会は，理事会決議に基づき，理事長が招
により選定する。ただし，その選定については，
集する。
再任を妨げないが，連続して 2 期（4 年）を超
2 理事長は，前条第 2 項第 2 号に該当する場合は，
えることはできない。
その書面の到達した日から 30 日以内の日を会
3 理事及び監事は，法令の規定に基づき，社員総
日とする臨時社員総会の招集通知を発しなけれ
会の決議において，解任することができる。
ばならない。
4 理事長は，法令の規定に基づき，理事会の決議
3 社員総会を開催するときは，会日より 7 日前ま
により解職することができる。
でに，開催日時，場所及び議題を記載した書面
をもって，各社員に対して通知を発しなければ
（役員の任期）
ならない。
第 16 条 理事の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業
4 社員総会は，その総会において議決権を行使す
年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
ることができる社員全員の同意があるときは，
終結の時までとし，監事の任期は，選任後 2 年
招集手続を経ずに開催することができる。
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時までとする。
（決議方法）
2 前項の任期中といえども，理事については，満
第 21 条 社員総会は，総社員の議決権の過半数を有する
65 歳となる日の属する事業年度にかかる定時社
社員の出席（書面議決者及び議決委任者による
員総会の終結の時に任期満了となる。
みなし出席も含む。
）がなければ，議事を行い，
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は，
議決することができない。
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項を記載した書面をもって，各理事及び各監事
に対して通知を発しなければならない。ただ
し，理事及び監事全員の同意がある場合には，
招集の手続きを経ることなく開催することがで
きる。

2 やむをえない理由のため社員総会に出席できな
い社員は，あらかじめ通知された事項について
書面をもって議決権を行使し，または他の社員
を代理人として議決を委任することができる。
3 前項の場合，その社員は出席したものとみなす。
4 社員総会の決議は，法令又は本定款に別段の定
めがある場合を除き，出席社員の議決権の過半
数をもってこれを決する。

（決議方法）
第 27 条 理事会の議長は，理事長が行う。ただし，理事
長に事故あるときは，当該理事会において選任
された他の理事がこれを行う。
（議決権）
2 理事会は，理事現在数の過半数の出席がなけれ
第 22 条 社員総会において，各社員は各 1 個の議決権を
ば，議事を行い，議決することができない。
有する。
3 理事会の決議は，出席した理事の過半数をもっ
て決する。
（議長）
4 理事が理事会の決議の目的である事項について
第 23 条 社員総会の議長は理事長が行う。ただし，理事
提案をした場合において，理事の全員が当該議
長に事故があるときは，当該社員総会において
案につき書面又は電磁的記録により同意の意思
選任された他の理事がこれを行う。
表示をしたときは，当該議案を可決する旨の理
事会の決議があったものとみなすことができる。
（議事録）
ただし，監事が当該提案につき異議を述べた場
第 24 条 社員総会の議事については，議事録を作成し，
合はこの限りではない。
これに議事の経過の要領及びその結果並びに法
令で定める事項を記載し，議長及び議事録作成
に係る職務を行った理事が署名又は記名押印し （議事録）
第 28 条 理事会の議事については，議事録を作成し，こ
なければならない。
れに議事の経過の要領及びその結果並びに法令
で定める事項を記載し，議長及び出席した理事
長並びに出席した監事は，これに署名又は記名
第 6 章 理事会
押印しなければならない。
（種類）
第 25 条 本法人の理事会は，通常理事会及び臨時理事会
の 2 種とする。
第 7 章 基金
2 通常理事会は，毎事業年度に 2 回開催（ただし，
4 ヵ月を超える間隔で開催）する。
（基金を引き受ける者の募集）
3 前項の通常理事会において，理事長は，自己の
第 29 条 本法人は，基金を引き受ける者の募集をするこ
職務の執行の状況を理事会に報告しなければな
とができる。
らない。
2 基金の募集，割当て及び払込み等の手続きにつ
4 臨時理事会は，次の各号の一に該当する場合に
いては，理事会の決議により別に定める「基金
開催する。
取扱規程」によるものとする。
（1） 理事長が必要と認めたとき
（2） 理事長以外の理事から会議の目的である事 （基金の拠出者の権利に関する規定）
項を記載した書面をもって招集の請求が
第 30 条 拠出された基金は，基金拠出契約に定める期日
あったとき
まで返還しない。
（3） 監事から会議の目的である事項を記載した
書面をもって招集の請求があったとき
（基金の返還の手続）
第 31 条 基金の拠出者に対する返還は，返還する基金の総
（招集）
額について定時社員総会における決議を経た後，
第 26 条 理事会は，理事長が招集する。
理事の過半数の決定したところに従って行う。
2 理事長は，前条第 4 項第 2 号及び第 3 号に該当
する場合は，その請求のあった日から 5 日以内 （代替基金の積立て）
に，14 日以内の日を会日とする臨時理事会の招
第 32 条 基金の返還を行うため，返還される基金に相当
集通知を発しなければならない。
する金額を代替基金として積み立てるものとし，
3 理事会を開催するには，会日より 7 日前までに，
これを取り崩すことはできない。
開催日時，場所及び議題その他法令に定める事
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（基金利息の禁止）
第 33 条 基金の返還に係る債権には，利息を付すること
ができない。

第 8章

計算

（事業年度）
第 34 条 本法人の事業年度は，毎年 1 月 1 日から 12 月
31 日までの年 1 期とする。
（計算書類）
第 35 条 理事長は，毎事業年度，次の書類及び附属明細
書を作成して，監事の監査を受け，理事会の承
認を経た後，定時社員総会に提出し，3 の書類
についてはその内容を報告し，1，2 及び 4 の各
書類については承認を求めなければならない。
（1） 貸借対照表
（2） 損益計算書（正味財産増減計算書）
（3） 事業報告書
（4） 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案
（剰余金の処分制限）
第 36 条 本法人は，会員，社員，その他の者又は団体に
対し，剰余金の分配を行うことはできない。

第 9章

定款等変更，合併及び解散等

（定款等変更）
第 37 条 本定款及び細則を変更するには，総社員の半数
以上であって，かつ総社員の議決権の 3 分の 2
以上の賛成を得た社員総会の決議によらなけれ
ばならない。

（合併等）
第 38 条 本法人は，社員総会において，総社員の半数以
上であって，かつ総社員の議決権の 3 分の 2 以
上の決議により，他の一般社団・財団法人法上の
法人との合併，事業の全部又は一部の譲渡及び
公益目的事業の全部を廃止することができる。
（解散）
第 39 条 本法人は，一般社団・財団法人法第 148 条第 1 号，
第 2 号及び第 4 号乃至第 7 号までに規定する事
由によるほか，社員総会において，総社員の半
数以上であって，かつ総社員の議決権の 3 分の
2 以上の決議により解散することができる。
（残余財産の分配）
第 40 条 本法人が解散等により清算するときに有する残
余財産は，各社員に分配しない。
2 前項の場合，本法人の残余財産は，国又は地方
公共団体，本法人と類似の事業を目的とする公
益社団法人又は公益財団法人，あるいは公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第 5 条第 17 号イ乃至トに掲げる法人に寄付す
るものとする。

第 10 章

附則

（定款に定めのない事項）
第 41 条 この定款に定めのない事項については，すべて
一般社団・財団法人法及びその他法令によるもの
とする。

平成 22 年 1 月 4 日 施
行
平成 27 年 3 月 5 日 一部改正
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一般社団法人 日本脳神経外傷学会 定款施行細則
第 1章

総則

第 3章

社員・学術評議員選出評価委員会

（総則）
（社員・学術評議員選出評価委員会）
第 1 条 本定款施行細則（以下「本細則」という）は，
第 6 条 社員・学術評議員選出評価委員会は，役員候補選
一般社団法人日本脳神経外傷学会定款（以下
出委員会によって選任された委員長及び副委員
「定款」という）に基づき，定款の施行及び本法
長，並びに委員長により指名された選出評価委
人の管理運営につき必要な事項を定める。
員によって構成する。
2 社員・学術評議員選出評価委員会は，以下の業務
を行う。
（1） 学術評議員の資格審査・評価
第 2 章 社員
（2） 学術評議員に関する一切の業務
（3） 社員資格の審査
（選出）
（4） 社員の選出
第 2 条 新たに本法人の社員となる者は，学術評議員た
（5） 役員候補選出委員会への幹事の推薦
る正会員の中から，社員・学術評議員選出評価委
（6） その他，学術評議員及び社員について，常
員会の審査により選出する。
務理事会より委嘱された業務
2 前項により選出された者は，理事会に承認され
ることにより，本法人の社員となる。
（社員・学術評議員選出評価委員会の開催）
3 社員の任期は，選任後 2 年以内の最終の事業年
第 7 条 社員・学術評議員選出評価委員会は次の各項にし
度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
たがって開催される。
ただし，再任を妨げない。
（1） 前条第１項の規定に基づき選任された委員
4 前項の任期中といえども，満 65 歳となる日の
長が，必要に応じて選出委員会を招集する。
属する事業年度にかかる定時社員総会の終結時
（2） 選出委員会は，現在数の 3 分の 2 以上が出
に任期満了となる。
席しなければ，議事を行い決議することが
5 社員は，一般社団法人及び一般財団法人に関す
できない。なお，書面による意思の表示は，
る法律（以下「一般社団・財団法人法」という）
出席とは認めない。
上の社員として社員総会を組織し，定款及び本
（3） 選出委員会における議事は，出席委員の過
細則並びに法令に従い，必要事項を審議し決議
半数をもって決する。
する。
（4） 選出委員会の議事録は委員長が作成し，議
事録作成者たる委員長が署名又は記名押印
（審査申込）
し，本法人の事務局に保管するものとする。
第 3 条 社員になるため審査を受けようとする者は，ま
ず社員・学術評議員選出評価委員会の定める審査
（学術評議員の選出情報の公開）
基準に従い，学術評議員の審査申込を行い，学
第 8 条 理事長は，社員・学術評議員選出評価委員会の決
術評議員にならなければならず，学術評議員の
議により定めた以下の事項を学術評議員の選出
中から社員・学術評議員選出評価委員会の審査に
が行われる年の 1 月末日までに，次の各項を含
より社員を選出する。
む情報を学会の機関誌あるいは本学会のホーム
2 前項の規定にかかわらず，現職の理事 3 名の推
ページ上に掲載し，公開するものとする。
薦状と過去の脳神経外傷に関する業績に関する
（1） 学術評議員が提出する審査申請用紙の交付
資料等を本法人所定の審査申込書に添えて，本
請求締め切り期日
法人事務へ提出した者については，役員候補選
（2）前項の申請書の受理締め切り期日
出委員会及び社員・学術評議員選出評価委員会の
（3）学術評議員の応募基準，更新基準
審査により社員に選出することができる。
（社員再任候補者）
第 4 条 社員再任候補者については，役員候補選出委員
会及び社員・学術評議員選出評価委員会において
再任の審査を行い，選出する。
（疑義）
第 5 条 社員の選出に関して疑義が生じたときは，理事
会の決議に基づき処理するものとする。

（その他事項）
第 9 条 学術評議員に関するその他の事項については，
社員・学術評議員選出評価委員会の決議によるも
のとする。
（常務理事会への報告）
第 10 条 社員・学術評議員選出評価委員会は，その審査の
結果を常務理事会に報告しなければならない。
2 理事長は，常務理事会への報告，理事会の決議
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（1） 第 15 条第 2 項の規定に基づき選任された
委員長が，必要に応じて役員候補選出委員
会を招集する。
（2） 役員候補選出委員会は，現在数の過半数が
出席しなければ，議事を行い決議すること
ができない。なお，書面による意思の表示
又は他の委員への委任状の提出があった場
合は，当該委員につき出席したものとみな
す。
（3） 役員候補選出委員会における議事は，出席
委員の過半数をもって決する。
（4） 役員候補選出委員会の議事録は委員長が作
成し，議事録作成者たる委員長が署名又は
記名押印し，本法人事務局に保管するもの
とする。

を経て，速やかに審査申請者に対して審査の結
果を通知しなければならない。

第４章

年次会長

（年次会長）
第 11 条 本法人は，社員の中から，年次会長 1 名を置く
ことができる。
2 年次会長は，本法人の年 1 回の学術集会を主催
する。

（選任）
第 12 条 年次会長（次年次会長，次々年次会長を含む）
は，役員候補選出委員会の推薦に基づき，社員
総会及び会員総会の承認を受けて選任する。な
（役員候補選出委員会の権限）
お，年次会長の任期満了により，次年次会長が
第 18 条 役員候補選出委員会は，次の各号に定める議事
年次会長に就任するものとする。
につき審議し，決議する。
（1） 理事，常務理事及び理事長並びに監事の推薦
（任期）
（2） 年次会長の推薦（次年次会長，次々年次会
第 13 条 年次会長の任期は，当該年次会長が主催する学
長を含む）
術集会の開催年の 1 月 1 日から，12 月 31 日ま
（3） 幹事の推薦
でとする。
（4） 各委員会の委員長の選任

第 5章

学術集会

（学術集会）
第 14 条 本法人は，年 1 回学術集会を開催する。
2 年次会長は，学術集会を主催する。
3 学術集会において演者として発表する者，司会・
座長を行う者は，本法人の会員でなければなら
ない。

第 6章

役員候補選出委員会

（役員候補選出委員会）
第 15 条 本法人に，役員候補選出委員会を置く。
2 役員候補選出委員会には，互選により委員長１
名を置く。

（社員総会への上程）
第 19 条 役員候補選出委員会は，議事の結果を社員総会
に上程し，その役員候補者に関する選任決議を
求めなければならない。

第 7章

幹事会

（幹事会）
第 20 条 本法人に，幹事会を置く。
2 幹事会には，幹事長 1 名を置き，総務担当理事
がこれにあたる。
3 幹事会は，本法人の総務及び庶務並びに財務会
計に関する業務を行うとともに，各種委員会の
業務を補佐する。

（幹事）
第 21 条 幹事会は，3 名以上の幹事をもって構成する。
（役員候補選出委員）
2 前項の幹事は，役員候補選出委員会の推薦に基
第 16 条 役員候補選出委員会は，社員の投票による選挙
づき，理事会で承認された者をもって構成する。
により理事（理事であった者を含む）の中から
3 幹事の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業
選ばれた役員候補選出委員（5 名）と年次会長，
年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
次年次会長並びに前年次会長によって構成する。
終結の時までとする。ただし，再任は妨げない
2 役員候補選出委員の任期は，選任後 2 年以内に
ものとする。
終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとする。ただし，再
任は妨げないものとする。

第 8 章 委員会

（役員候補選出委員会の開催）
第 17 条 役員候補選出委員会は次の各項にしたがって開
催される。

（委員会）
第 22 条 本法人には，理事会において別に定める「委員
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2 事務局には，事務局長 1 名を置くことができる。
3 事務局長は，会員への通知，連絡など法人の事
務を総括する。
4 事務局長の任免は，理事長が行う。
5 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は，
理事会の決議により別に定める。

会設置規程」に基づき，必要に応じて各種委員
会を置くことができる。
2 各委員会の具体的任務及びその構成員等につい
ては，定款又は細則に別段の定めがある場合を
除き，「委員会設置規程」によるものとする。

第 9 章 常務理事及び常務理事会

第 10 章

会 計

（常務理事）
（資産）
第 23 条 本法人に，常務理事を置く。
第 27 条 本法人の資産は，次のとおりとする。
2 役員候補選出委員会の委員をもって，常務理事
（1） 会費
とする。
（2） 事業にともなう収入
3 前項の規定にかかわらず，理事長は役員候補選
（3） 資産から生ずる果実
出委員以外から 1 名の理事を常務理事に指名す
（4） 寄付金品
ることができる。
（5） その他の収入
4 常務理事の任期については，第 16 条第 2 項の
役員候補選出委員の任期に準ずるものとする。
なお，前項の規定により，理事長より指名され （経費）
第 28 条 本法人の事業を遂行するために必要な経費は，
た常務理事についても同様とし，任期中に常務
前条の資産をもって支弁する。
理事に指名された場合であっても，他の常務理
事の任期の残存期間と同一とする。
（事業計画，収支予算）
第 29 条 本法人の事業計画及びこれにともなう収支予算
（常務理事会）
は，毎会計年度の開始前に理事長が編成し，理
第 24 条 本法人に，常務理事会を置く。
事会の決議を経て社員総会の承認を得なければ
2 常務理事会は，前条第 2 項及び第 3 項の常務理
ならない。
事をもって構成する。
（収支決算）
（常務理事会の権限）
第 30 条 本法人の収支決算は，毎会計年度終了後に理事
第 25 条 常務理事会は，第 18 条に規定する役員候補選
長が作成し，監事の監査を受け，理事会の決議
出委員会の権限に属する事項を除く，理事会，
を経て社員総会の承認を得なければならない。
社員総会に諮るべき会務の運営に関する全ての
議事につき審議し，決議する。
2 常務理事会は，必要に応じて各委員会に対し， （会費）
第 31 条 本法人の会費は次のとおりとする。
業務の報告を求めることができる。
（1） 正 会 員 金
8,000 円
3 常務理事会は，委員会からの報告事項及びその
（2） 賛助会員 金 100,000 円
他理事会又は社員総会にて審議すべき事項を選
別し，理事会又は社員総会に上程するものとす
る。

第 11 章 施行細則の改正

（常務理事会の開催等）
第 26 条 常務理事会の開催，定足数，決議要件等の事項
（改正）
については，第 17 条の規定を準用する。ただ
第 32 条 本細則の改正は，総社員の半数以上であって，
し，本文中，役員候補選出委員は「常務理事」，
総社員の議決権の 3 分の 2 以上の賛成を得た社
委員長は「理事長」と読み替えるものとする。
員総会の決議によらなければならない。

第 9 章の 2 事務局及び事務局長

平成
平成
平成
平成
平成

（事務局及び事務局長）
第 26 条の 2 本法人には，本法人の事務及び会計を処理する
ため、事務局を設置することができる。
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22 年
23 年
23 年
24 年
27 年

10 月
8月
10 月
6月
3月

26 日
8日
11 日
18 日
5日

一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正

委員会設置規程
（総則）
第 1 条 本規程は，一般社団法人日本脳神経外傷学会
（以下「本法人」という）の定款及び定款施行細
則（以下「細則」という）の規定に基づき，本
法人の運営，会務の遂行に関し各種委員会を設
置するために必要な事項を定めるものとする。
2 本法人の委員会は，定款又は細則に別段の定め
がある場合を除き，その構成，運営，任期等に
ついて，本規程に従うものとする。
（種別）
第 2 条 本法人には，以下の委員会を設置するものとす
る。
（1） 役員候補選出委員会
（2） 幹事会
（3） 社員・学術評議員選出評価委員会
（4） 機関誌編集委員会
（5） 国際神経外傷委員会
（6） その他各種委員会

3 委員長は，委員会を構成する委員を，本法人の
会員，社員，役員あるいは学識経験者等の中か
ら委員会の運営に必要な人数を指名する。
4 委員長は，前項の規定に基づき委員を指名した
後，速やかに委員会の構成員を理事会に報告す
るものとする。
（任期）
第 5 条 委員長の任期は，定款又は細則に別段の定めが
ある場合を除き，当該委員長の理事としての任
期に従うものとし，理事として任期満了を迎え
た場合には，委員長の任期も満了となる。ただ
し，再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず，第９条の規定に基づ
き定める各委員会規程に別段の定めを設けるこ
とができる。
（会議）
第 6 条 各委員会の会議は，必要に応じて，委員長が随
時招集する。
2 各委員会の議事は，出席した委員の過半数を
もって決する。
3 委員長は，必要があると認めるときは，会議の
招集を行わず，書面又は電子メールによって委
員の意見を求めることにより，各委員会の決議
に代えることができる。この場合においては，
委員長はその結果を各委員に報告しなければな
らない。
4 委員長は，適当と認める者に対して，参考人と
して各委員会の会議への出席を求め，資料の提
出，意見の開陳，説明その他必要な協力を求め
ることができる。

（任務）
第 3 条 前条に定める委員会は，それぞれ下記各号に規
定する事項を任務とする。
（1） 役員候補選出委員会
① 細則第 18 条に定める業務
（2） 幹事会
① 本法人の総務及び庶務並びに財務会計に
関する業務
② 前条各号に定める各委員会の業務の補佐
（3） 社員・学術評議員選出評価委員会
① 細則第 6 条に定める業務
（4） 機関誌編集委員会
① 本法人の機関誌「神経外傷」の編集・発
（議事録）
行に関する業務
第 7 条 各委員会の審議については，その経過及び結果
（5） 国際神経外傷委員会
の概要を記載又は記録した議事録を作成する。
① 神経外傷治療に関する国際的協力活動
② 諸外国における治療方針等の調査，研
（事務局）
究，検討
第 8 条 各委員会は，その業務を処理するため必要があ
（6） その他各種委員会
る場合には，事務局を置くことができる。
① その他各種委員会の任務は，第 9 条によ
2 事務局については，本法人の職員若干名をもっ
り定める個別の委員会規程に従うものと
て構成する。
する。
3 事務局の職員は，各委員会の委員長の指示に基
2 各委員会は，必要に応じて，委員会の活動内容
づき，会議日程の調整，議題資料の作成，会場
についての報告を理事会にしなければならない。
整備などの業務を行う。
また，理事会から報告を求められたときは，直
ちにその活動内容の報告をしなければならない。
（各委員会規程）
第 9 条 本法人に設置される各委員会において，委員会
（委員長及び委員会の構成員）
の運営に必要がある場合は，各委員会の発議に
第 4 条 各委員会には，委員長 1 名を置くものとし，定
より，常務理事会が審査し，理事会の承認を得
款又は細則に別段の定めがある場合を除き，本
て，個別に委員会規程を定めることができる。
法人の社員の中から学務委員会の決議において
選定する。
2 委員長は，委員会の議長となり，委員会の会務 （その他の委員会）
第 10 条 本法人の運営，会務の遂行に関して必要がある
を総括する。
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場合には，常務理事会の決議に基づき，理事会
の承認を得て，第 2 条各号に定める以外にも委
員会を設置することができる。
2 前項の規定により委員会を設置する場合，本規
程の全部又は一部を適用するか，もしくは別に
その委員会のみに適用される規程を設けるかを
常務理事会で検討し，常務理事会の決議に基づ
き，理事会の承認を得て実行するものとする。

2 前項の規定にかかわらず，定款又は細則により
設置された委員会の廃止については，定款又は
細則の改廃に関する規定に従うものとする。
（改廃）
第 12 条 本規程の改廃は，理事会の決議により行う。

平成
平成
平成
平成
平成

（委員会の廃止）
第 11 条 本法人の運営，会務の変更，廃止等により，委
員会が必要なくなった場合は，常務理事会の決
議に基づき，理事会の承認を得て各委員会を廃
止することができる。
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22 年
23 年
23 年
24 年
27 年

3月
8月
10 月
6月
3月

4日
8日
11 日
18 日
5日

一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正

神

経

外

傷

投稿／執筆規定

al：」と略します。文献の表題は副題を含めてフ

Ⅰ．総説・原著・症例報告

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.

1． 原稿は以下に示す体裁で記載して下さい。

a. 英文抄録（300 語）をつけて下さい。

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

b. 論文の長さは下記の通りとし，超過した場合は編

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.

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。

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。
）

c. 論文はワープロ入力し，横書き 400 字または倍
で印字して下さい。
数
（800，1200）

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。

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。

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。

d. 原稿内容を CD-R 等のメディア（形式：テキスト
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。

Ⅱ．短報

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

《 短報：投稿規定 》

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。

● 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。

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

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

● 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。

うこととします。

《雑 誌》
著者名：題名．誌名，巻号数：頁-頁，西暦発行年.

《書 籍》
著者名：題名．書名，編者名
（編）
，発行所，発行地，
西暦発行年，頁-頁.
引用文献の著者氏名は 3 名以内の時は全員，4 名
「—，ほか：」
「—，et
以上の場合は 3 名連記し，

● 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。
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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。

《 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

● 著書校正について
1 回のみ行います。
● その他の要領については総説・原著・症例報告の
「執筆規定」に準じます。
《 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。

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

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

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

● 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

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。

【 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
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