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慢性硬膜下血腫同一患者での

穿頭術後の再発例と非再発例の比較

山田 哲久 1

Comparison between recurrence cases and
non-recurrence cases after burr-hole surgery
of the same patients
of chronic subdural hematoma
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Chronic subdural hematoma is one of the most common
diseases encountered in neurosurgical practice. Although
its treatment method is well established, the recurrence
factor is not clear.
To identify the recurrence factor, we compared the
clinical features of recurrence cases and non-recurrence
cases of the same patients. The study included 87 cases (96
hematomas) that had undergone burr-hole surgery
between January 2000 and December 2013. The study was
retrospectively analyzed. Recurrence was defined as the
time at which recurrence warranted re-drainage.
The recurrence factors were preoperative consciousness,
preoperative paralysis, volume of preoperative hematoma,
bilateral operation, and volume of postoperative hematoma
and air.
We concluded that operation should be performed, before
hematoma increases and symptom progresses, for prevention of recurrence.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

慢性硬膜下血腫は脳神経外科領域では，日常診療

2000 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日までに当

においてよく遭遇する疾患であり，今後高齢化社会

院脳神経外科に入院し，手術加療を行った慢性硬膜

の到来と共に増加すると考えられている

下血腫は 1,190 例であった（両側の血腫は 2 例とし

3）
。局所麻

た）。開頭術 4 例，リザーバー留置術 6 例，穿頭術

酔による穿頭術が標準的な治療法であり，症状も改

1,180 例であった。穿頭術の再発は 119 例であり，再

善し予後も良好である。しかし，術後の再発が 5～

発率 10.1％であった。再発の定義として，血腫が再

40％程度との報告があり，これまでも再発因子に関
する検討が報告されている

1,2,4–9,11,12）
。今回当院で経

増大して再手術を行ったものを再発とした。穿頭術

験した慢性硬膜下血腫に対して，同一患者で再発し

は局所麻酔による穿頭洗浄ドレナージ術とした。ド

た穿頭術例と再発しなかった穿頭術例に関して比較

術翌日の頭部 CT で残存血腫量・空気量が多い場合に

レナージチューブは術翌日に抜去を基本としたが，

検討を行い，再発を予防するための考察を行ったの

は主治医の判断で留置を継続した。初回と 2 回目以

で報告する。

降の穿頭術で特に違いはなかった。同一患者におい

71

神経外傷 Vol.38 2015

Fig.1 Definition of the recurrence or non-recurrence and exclusion criteria.

We intended for the patients with the burr-hole surgery that recurred and the
burr-hole surgery that did not recur in the same patient. The patients that cured
in craniotomy or reservoir placement excluded it. Recurrence was defined as
the time at which recurrence warranted re-operation.

準偏差）は 77.6（ ± 8.7）歳（56～95 歳）であり，男性は

て再発した穿頭術例と再発しなかった穿頭術例が存

58 例，女性は 29 例であった。再発例は 105 例，非

在する場合を対象とした。最終的に開頭術やリザー
バー留置術で治癒した症例は除外した（Fig.1）。同一

再発例は 96 例で，2 回の穿頭術で治癒した症例が 87

患者での再発した穿頭術例（再発例）は 105 例，再発

例，3 回の穿頭術で治癒した症例が 9 例であった。

再手術までの平均日数（ ± 標準偏差）は 35.1（ ± 20.9）

しなかった穿頭術例（非再発例）は 96 例であった。

日であった。最短は 4 日で最長は 115 日であった。

再発例と非再発例において，術前の神経所見（意識

統計学的に有意であった項目は，患者因子では

して比較検討した。さらに，頭部 CT 所見として，

（Table 1），術 前 JCS（ p=0.00243），術 前 GCS（ p=

の残存血腫量・空気量を比較検討した。血腫吸収値

あった。CT 所見では（Table 2），術前血腫量（ p=

レベル，四肢麻痺の状況）
，両側血腫，両側手術に関

0.000643），術前上肢 MMT（ p=0.0000111），術前下

術前の血腫吸収値・血腫量および術翌日・術 1 週間後

肢 MMT（ p=0.00000111），両側手術（ p=0.0112）で

6.24 × 10 −7），術翌日の残存空気量（ p=0.000860），術

は，脳灰白質と比較して低吸収域，等吸収域，高吸
収域に分類し，さらに低吸収域と高吸収域の混在す

1 週間後の残存血腫量・残存空気量（ p=0.000151，

p=0.000346）であった。その他の項目では有意差はみ

る場合は混合吸収域とし，低吸収域と高吸収域で鏡
面像を形成する場合には鏡面形成とした。血腫量・空
気量は，頭部 CT 画像上で

Synapse®（富士フィルム）

を使用して ROI を計測して面積を求めて各画像での

られなかった。

面積の和で体積を求めた。すべて診療録から後ろ向
きに検討を行った。統計ソフトは Microsoft Excel®

Ⅳ─────────────── 考

を使用し t 検定および χ2 検定を行った。

察 ─

同一患者で再発例と非再発例を比較した場合には，
患者背景である年齢，性別，既往歴，内服歴などは同

Ⅲ─────────────── 結

一である。したがって，術前の神経所見，術前・術後
の CT 所見から再発因子を検討した。今回の検討で再

果 ─

対象患者は 87 患者（96 血腫）であり平均年齢（ ± 標

発因子は，術前の神経所見（意識レベル，四肢麻痺）
，
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Table 1 Clinical findings of the recurrence and non-recurrence cases

Recurrence
n=105

Non-recurrence
n=96

0

30

44

I

56

49

II, III

19

3

14 – 15

79

91

3 – 13

26

5

5

37

66

3, 4

61

28

0, 1, 2

7

2

5

31

63

3, 4

67

32

0, 1, 2

7

1

Bilateral

56

44

Unilateral

49

52

Bilateral

39

20

Unilateral

66

76

Factor

JCS

GCS

Upper MMT

Lower MMT

Laterality of the hematoma

Operation side

p value

** 0.00243（χ2-test）

** 0.000643（χ2-test）

** 0.0000111（χ2-test）

** 0.00000111（χ2-test）

0.288（χ2-test）
* 0.0112（χ2-test）

*p<0.05, **p<0.01
JCS: Japan Coma Scale, GCS : Glasgow Coma Scale, MMT: Manual muscle test

Table 2 Computed tomography findings of the recurrence and non-recurrence cases

Recurrence
n=105

Non-recurrence
n=96

Low density

4

12

Isodensity

41

39

High density

12

11

Mixed density

25

23

Niveau

23

11

Preoperative hematoma

Mean ± SD ml

109.3 ± 40.7

82.1 ± 30.5

** 6.24 × 10 –7（t-test）

Hematoma (next day)

Mean ± SD ml

25.3 ± 21.9

19.6 ± 18.9

0.0511（t-test）

Air (next day)

Mean ± SD ml

6.2 ± 8.9

3.0 ± 3.9

** 0.000860（t-test）

Hematoma (one week)

Mean ± SD ml

33.8 ± 22.9

22.3 ± 18.5

** 0.000151（t-test）

Air (one week)

Mean ± SD ml

3.3 ± 5.2

1.1 ± 2.9

** 0.000346（t-test）

Factor

CT density

p value

0.0907（χ2-test）

**p<0.01

SD: standard deviation, CT : computed tomography

両側同時手術，CT 所見として，術前の血腫量，術後

血腫量が少なく，症状も軽い状態であり，術後の残存

の残存血腫量・空気量が考えられた。再発例は，術前

血腫量・空気量も少なかった。血腫量が少ない状態で

の血腫量が多く，症状も進行した状態であり，術後の

手術を行うことで，脳の圧迫された期間が短く脳の戻

残存血腫量・空気量も多かった。非再発例は，術前の

りも良いと考えられる 12）。また，術後の残存血腫量・
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空気量が多いことは，脳の戻りが不良であり，可能な

また，同一患者での再発例と非再発例を単純に比較

限り除去が必要であると考えられる 7–9,11,12）。両側同

できるかどうか今後さらなる検討が必要である。

時手術に再発が多い理由としては，術後の残存空気
量が多いことが考えられる 12）。したがって，介入可

文

能な因子として，慢性硬膜下血腫は，血腫が増大す

献

1） 浅野良夫, 蓮尾道明, 高橋郁夫, ほか：当院における慢性
硬膜下血腫再発例の検討. 脳神経 44: 827-831, 1992.

る前に，症状が進行する前に穿頭術を行い，可能な
限り血腫を洗浄除去することが，再発を減少させる

2） 岩田隆信, 小林一夫, 安芸都司雄, ほか：慢性硬膜下血腫

の治療方針 ─術後外ドレナージ併用の有用性につい
て─. 神経外傷 3: 202-208, 1980.

可能性があると考えられる。これまでの報告でも，
外傷がはっきりした症例では，外傷から手術までの

3） 刈部博, 亀山元信, 川瀬誠, ほか：成人慢性硬膜下血腫の

期間が短い方が，再発が少なかった 12）。しかし，血

疫学に関する検討 ─宮城頭部外傷研究会多施設共同登
録調査より. No Shinkei Geka 39: 1149-1153, 2011.

腫量が少なく，症状が軽微な症例で初回手術を行う

4） 三木保, 伊東洋, 中村達也, ほか：再手術を要した慢性硬
膜下血腫の検討. 神経外傷 17 : 69-76, 1994.

かどうかは，自然治癒や内服による血腫の消退の可
能性もあり今後検討が必要である。再発症例ならば

5） Mori K, Maeda M: Surgical treatment of chronic subdural
hematoma in 500 consecutive cases: Clinical characteristics,
surgical outcome, complications, and recurrence rate. Neurol
Med Chir (Tokyo) 41: 371-381, 2001.

血腫が増大する前に，症状が進行する前に手術に踏
み切れると考えられる。
今回の研究での問題点として，初回手術は血腫が

6） 長嶋宏明, 坂田純一, 石井大嗣, ほか：慢性硬膜下血腫の
再発因子についての検討. 脳外誌 19: 845-849, 2010.

ある程度貯留して症状が出現して受診した患者が多

7） 大竹誠, 周藤高, 松永成生, ほか：慢性硬膜下血腫再発因
子の検討. 脳外速報 20: 1073-1077, 2010.

いため，血腫量が多く，症状も進行していると考え
られる。2 回目以降の手術は，外来や入院での経過

観察中であり，頭部 CT で経過をみているため，症

8） 榊原史啓, 都築伸介, 魚住洋一, ほか：慢性硬膜下血腫 ─
その再発および予防に関して. Brain and NERVE 63: 6974, 2011.

状が出現する前に，早期に気付いて手術を行ってい

9） 塩見直人：慢性硬膜下血腫の再発因子に関する臨床的検
討. 久留米医会誌 66: 7-16, 2003.

ると考えられる。また，初回手術例と 2 回目以降の
手術例を単純に比較検討できるかどうかも問題であ

10） 高橋義男, 三上淳一, 上田幹也, ほか：慢性硬膜下血腫の
CT 検討（第 3 報）CT による慢性硬膜下血腫の病期分類.
Neuro Med Chri (Tokyo) 24: 607-614, 1984.

る。血腫の生成過程から考えて血腫増大期か否かで
条件が異なる可能性も考えられる 8–10）。

11） 高山東春, 照井慶太, 大岩美嗣：慢性硬膜下血腫の再発因
子に関する後ろ向き統計学的分析：単変量, 多変量解析
による検討. No Shinkei Geka 40: 871-876, 2012.

Ⅴ─────────────── おわりに ─

12） 山田哲久, 名取良弘：慢性硬膜下血腫穿頭術後の再発危
険因子の検討. 脳外誌 22: 125-132, 2013．

慢性硬膜下血腫穿頭術において，同一患者での再
発例と非再発例の比較を行った。慢性硬膜下血腫は，

■ 山田 哲久
（飯塚病院 救急部）

血腫量が少なく，症状が進行する前に穿頭術を行う

〒820-8505 福岡県飯塚市芳雄町 3-83
TEL: 0948-22-3800 / FAX: 0948-29-8045
E-mail: tyamadah4@aih-net.com

ことが再発防止につながる可能性が考えられた。初
回穿頭術をどの時点で行うか今後検討が必要である。
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Usefulness of the susceptibility weighted
MR imaging to evaluate severity of
diffuse axonal injury in acute phase

びまん性軸索損傷の急性期重症度評価
における Susceptibility Weighted

Imagingの有用性
松尾 和哉

1, 2

巽 祥太郎 2

魚住 洋一

KAZUYA MATSUO1,2, YOICHI UOZUMI2, HIROHITO MIYAMOTO2,
SHOTARO TATSUMI2, EIJI KOHMURA3
2

宮本 宏人

2

甲村 英二 3

1

兵庫県立こども病院 脳神経外科

2

製鉄記念広畑病院 脳神経外科

3

神戸大学医学部附属病院 脳神経外科

1Department

of Neurosurgery, Hyogo Prefectural
Kobe Children's Hospital
2Department of Neurosurgery, Hirohata Steel Memorial Hospital
3Department of Neurosurgery, Kobe University
Graduate School of Medicine

Purpose : The prediction of outcome in patients with
diffuse axonal injury (DAI) is usually difficult in the acute
phase. Although several prognostic factors of DAI have been
reported previously, conventional neuroimaging techniques
like computed tomography and magnetic resonance imaging
(MRI) are limited in their outcome prediction. The purpose
of this study is to determine whether brainstem injury and
the number of injured regions identified using susceptibilityweighted imaging (SWI) are useful in predicting the outcome
of acute phase DAI patients.
Materials and Methods : Eight patients with DAI (median
age 19 years, mean GCS score 8.9) were examined retrospectively with MRI, including fluid-attenuated inversion
recovery and SWI, and the number and distribution of
injured regions was evaluated. To evaluate injured regions,
the brain was divided into 14 regions: brainstem, corpus
callosum, bilateral frontal, parietal, temporal, occipital lobe,
bilateral basal ganglia, and bilateral cerebellar hemisphere.
Patients were divided into three groups, according to the
Adams et al. classification. Outcome was assessed at 30
days post-injury using the modified Rankin Scale (mRS).
Results : Grade 3 DAI was found in four patients using
SWI and two patients using FLAIR. On SWI only, grade 3
DAI patients showed significantly higher mRS than grades
1 and 2 (p=0.02). A large number of injured regions on SWI
correlated significantly with poor mRS (p=0.0004). The
median mRS was 3.5.
Conclusion : SWI is useful for evaluating the number and
distribution of injured regions in DAI patients, and correlates
with mRS 30 days post-injury.
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自律神経障害などを示す。画像検査の進歩によりそ

Ⅰ─────────────── はじめに ─
びまん性軸索損傷（diffuse axonal injury: DAI）は重

立していない 7）。Adams らは病理解剖所見に基づき，
の診断は容易になったが，重症度評価方法はまだ確

DAI を単一領域損傷のみの grade 1，脳梁損傷を伴う

症外傷に伴うことが多く，受傷直後から意識障害や
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この 2 つの臨床的疑問に答えるべく，DAI 患者 8

Table 1 The Adams classification of diffuse axonal injury

Grade 1

大脳白質または小脳，脳梁，脳幹の単独領域損傷

Grade 2

Grade 1 + 脳梁損傷

Grade 3

Grade 2 + 脳幹損傷

例の SWI 所見について後方視的に検討した。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
2013 年 12 月から 2015 年 1 月の間に，製鉄記念広
畑病院脳神経外科で入院加療を要した頭部外傷 121

grade 2，さらに脳幹損傷を伴う grade 3 に分類した

例のうち，臨床所見と CT，MRI 所見から DAI と診
断され，そのうち SWI を撮影した連続 8 症例を対象

2）

（ Table 1）。 以 降 ， こ の Adams ら の 分 類 を fluid

とした。CT 所見に比して来院時の意識障害が高度な

attenuation inversion recovery（ FLAIR）や diffusion-

例など，臨床的に DAI が疑わしいと判断した例で

weighted imaging（DWI），T2*-weighted gradient echo

SWI を撮影した。

（T2*）などの画像所見で代用して予後との相関を調べ

MRI は 1.5 T Magnetom Symphony A Tim System

た報告がみられるが，これらの評価方法は特に grade

（Siemens, Erlagen, Germany）が使用され，T1 強調

や MRI T2*よりも微小出血の検出に優れており 4,8,

（TR）49 msec，エコー時間（TE）40 msec，フリップ

3,5,19,21）
。そこで今

い，傍矢状部白質，あるいは脳梁や脳幹に，FLAIR

1, 2 の予後評価が一定せず，診断精度が低い 6,7,16,18）。

像，T2 強調像，FLAIR，DWI，SWI，MRAが受傷

MRI susceptibility weighted imaging（SWI）は CT

13,20）
，DAI

後 3 週間以内に撮影された。SWI は，繰り返し時間

における SWI の病変数・量が予後因子に

角 15 度，スライス厚 2 mm で撮像した。診断は著者

ら 4 人の脳神経外科医（K.M., Y.U., H.M., S.T.）で行

回，SWI を用いた DAI の重症度評価の有用性につ
なると示唆する報告が散見される

高信号か DWI 高信号，あるいは SWI 低信号病変が

いて，以下の 2 点に注目して検討した。

① SWI を用いれば，これまでの撮像法よりも正確

散在するものを DAI と診断した。

に DAI を分類することができ，より精度の高い

受傷機転，来院時 GCS，初回 CT での急性硬膜下

重症度評価が可能でないか。

血腫，くも膜下出血，脳室内出血それぞれの有無を

② DAI 重症例では SWI の病変数は文字通り数えき

まとめ，MRI FLAIR 高信号病変の分布と MRI SWI

便で実践的な方法を新たに作成し，病変の分布

度との関連を後方視的に検討した。急性期重症度の

低信号病変の分布を評価項目として，急性期の重症

れないほど多くなり，計測ができない。より簡

評価には，受傷後 30 日目の modified Rankin Scale

（mRS）を用いた。

の広がりを評価することで重症度と相関しない
か。

Fig.1 Severity of injury determined by the number of injured brain regions, which
is measured in the 14 selected brain regions: brainstem, corpus callosum, bilateral
frontal, parietal, temporal, occipital lobe, bilateral basal ganglia, and bilateral
cerebellar hemisphere.
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Table 2 Characteristics and outcomes of patients with diffuse axonal injury

No.

Age

Sex

GCS ASDH SAH IVH

FLAIR grade

SWI grade Number of injured regions on SWI mRS

1

57

M

14

+

+

+

2

2

4

1

2

16

M

9

–

–

–

2

2

7

2

3

29

M

8

–

+

+

2

3

10

5

4

15

F

9

–

–

–

2

2

2

0

5

21

F

6

–

+

–

2

3

10

5

6

12

F

6

–

+

+

3

3

9

5

7

89

M

6

+

+

+

3

3

9

5

8

17

M

13

–

–

1

1

1

0

ASDH: acute subdural hematoma, SAH : subarachnoid hemorrhage, IVH: intraventricular hemorrhage

SWI の評価は，脳を脳幹，脳梁と，それぞれ両側

の前頭葉，基底核，側頭葉，頭頂葉，後頭葉，小脳
の合計 14 部位に分け（Fig.1）
，それぞれの部位に低
信号病変があるか否かで行った。脳表の病変は脳挫
傷と判断し，数に含まなかった。FLAIR と DWI に

ついても同様の 14 部位に分けて高信号病変の有無を
評価した。SWI 低信号かつ T1，T2 低信号の病変は

陳 旧 性 の microbleed と し て 数 に 含 ま な か っ た が ，

SWI 低信号かつ他の撮像法では描出されない病変

は，DAI として数えた。また，Adams らの DAI 分
類 （Table 1）を 用 い て 各 症 例 の SWI と FLAIR の

Grade を評価した。

すべての統計解析には EZR（version 1.27）を使用し

た。脳幹病変の有無と mRS の関連については Mann-

Whitney U test を用いて，病変分布領域数と mRS に
ついては Spearman rank correlation test を用いて解

析した。なおすべての数値は平均値 ± 標準偏差また

は中央値（最小値−最大値）で表記した。

Ⅲ─────────────── 結

Fig.2 Illustrative case of Grade 3 DAI with abnormal
intensity of the brainstem on SWI (B; arrowhead),
which cannot be detected on FLAIR (A).

果 ─

対象となった DAI 8 例の年齢（中央値）は 19（12〜

少量の脳室内出血を認めた。手術を要した例はな

かった。MRI は，受傷後平均 8.6 ± 5.7 日に撮影され

89）歳で，男性 5 名，女性 3 名であった（Table 2）。

た。FLAIR の評価では，grade 1 は 1 例，grade 2 は

受傷機転はいずれも交通事故で受傷 30 分以内に当院

へ救急搬送され，来院時 GCS（平均）は 8.9 ± 3.1 で

5 例 ， grade 3 が 2 例 で あ っ た 。 SWI の 評 価 で は ，

あった。受傷当日に撮影された CT では 2 例に薄い

grade 1 が 1 例，grade 2 が 3 例，grade 3 が 4 例であ

り ， FLAIR で の 評 価 よ り も grade 3 が 2 例 多 か っ

急性硬膜下血腫を認め，5 例にくも膜下出血，4 例に
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SWI grade 3，つ ま り SWI で の 脳 幹 損 傷 の 有 無 は

DAI の 30 日 目 の mRS と 関 連 し た 。こ れ ま で の
FLAIR や DWI を用いた DAI 分類の報告では，分類

していない。例えば，脳梁損傷を伴う grade 2 につ

したにもかかわらず予後との相関がまちまちで一定
いては予後と関連したとする報告が多い傾向にある

6,11,15,16），関 連 し な い と す る 報 告 も あ る 7,14,18）。

Grade 2 の中でも脳梁膝部損傷が予後不良因子とす

が

る報告もみられるが 15），今回は脳梁膝部損傷を伴っ
た例はなかった。Grade 1 については予後と関連し

Fig.3 A large number of injured regions on SWI correlated significantly with poor mRS (p=0.0004).

ないとする報告が多いが，内包 14）や視床損傷 16）が予

後と関連したとする報告もある。これらの結果のば
た。FLAIR で識別不可能であった脳幹損傷が SWI

る可能性があり，本研究のように SWI で評価すれ
らつきはその研究で行われた検査の感度の問題であ

で 判 明 し た 代 表 例 の 画 像 を Fig.2 に 示 す 。 FLAIR

ば，その研究では grade 1, 2 であった症例のなかに

grade 3 は受傷から 30 日目の mRS（以下 mRS）と有

も grade 3 となる症例があったかもしれない。SWI

意な関連はしなかったが，SWI grade 3 は，有意に

での出血病変の描出は CT よりも感度が高く 4,12），

mRS と関連した（p=0.02）。

T2*の 1.2～6.4 倍多く出血病変を描出できる 8,13,20）。

FLAIR 病 変 分 布 領 域 数 は 平 均 5.0 ± 3.0 部 位 で ，

また，FLAIR よりも DAI の病変をより多く検出可

SWI 病 変 分 布 領 域 数 は 平 均 6.5 ± 3.7 部 位 で あ っ

能である 19）。本研究においては，FLAIR では指摘

た。DWI は 6 例で撮影しており，その病変分布領

できず SWI のみで指摘しえた脳幹損傷が 2 例みら

域数は平均 5.0 ± 3.2 部位であった。SWI 病変の分

れ ， DAI に よ る 損 傷 病 変 の 描 出 に お い て SWI は

mRS に相関した（p=0.005）。来院時 GCS が低いほど

FLAIR 高信号病変の数，面積 7,14）が DAI の予後に

布領域が広いほど mRS は悪い傾向にあった（Fig.3）

FLAIR よりも有用であった。

（ p=0.0004）。ま た ， FLAIR 病 変 の 分 布 領 域 数 も

これまで，SWI 低信号病変の数と面積 3,5,19,21）や

mRS は高い傾向にあった。mRS（中央値）は 3.5（0〜

関連したとする報告は散見される。それらの報告で

5）であった。

は専用のソフトを用いて自動的に病変を計測する方
法がとられているが，市販されておらず一般的とは

Ⅳ─────────────── 考

言い難い。重症の DAI 症例では SWI 病変数は 100

察 ─

以上と非常に多くなり，目視で正確に計測するのは

本研究では以下が示された。まず，DAI による損

不可能である。さらに血管と区別のつきにくい病変

傷病変の描出において，SWI は FLAIR では描出し

もある。本研究では，SWI 低信号病変の分布領域数

も DAI の 30 日目の mRS と相関を示した。脳をい

SWI grade 3，つ ま り SWI で の 脳 幹 損 傷 の 有 無 は

えない病変も描出可能であり，有用であった。また，

DAI の 30 日 目 の mRS と 関 連 し た 。加 え て，SWI

法はこれまでにも報告されており，DAI の予後評価

くつかの部位に分けて病変の分布範囲を評価する方

低信号病変の分布領域数も DAI の 30 日目の mRS

に有用であったと報告されている 10,21）。

SWI を用いた DAI の予後評価を一般化するにあ

以前から脳幹損傷を伴う DAI grade 3 の予後が悪

と相関を示した。

いとする報告は多くあるが，いずれも FLAIR や

たり，問題が 2 点考えられる。1 点目は，高齢者で
は陳旧性の出血病変と DAI による外傷性変化の区別

16,18）
，

T2 11）， T2* 18）， DWI 15,16,18） で 評 価 さ れ た も の で
あった。SWI での脳幹損傷の有無と DAI の予後に

SWI 以外の画像所見によるとされるが 9），SWI 以外
が困難となりうることである。その鑑別は病歴と

ついて検討した報告はこれまでにない。本研究では

の撮像法で異常を示さない病変についての鑑別法は
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Usefulness of extradural optic canal opening
via trans-SOF approach for treatment
of traumatic optic neuropachy

NAOKI OTANI, SHO NISHIDA, YASUFUMI INAKA, KAZUYA FUJII,
HIDEAKI UENO, SATOSHI TOMURA, ARATA TOMIYAMA,
TERUSHIGE TOYOOKA, KOJIRO WADA, KENTARO MORI

A total of 8 consecutive patients with traumatic optic
neuropathy (TON) underwent extradural optic canal decompression via the trans-superior orbital fissure (SOF)
approach between September 2009 and August 2014. We
retrospectively review medical charts, radiological findings,
surgical techniques, complications, and final surgical results.
All 8 patients presented with visual disturbance caused by
head and/or face injury. Two patients had no light perception, 6 had light perception, and 2 had ophthalmoplegia.
All patients underwent extradural optic canal decompression
and high-dose steroid administration within 24 hours after
injury. Postoperative visual acuity on discharge was improved in 6 patients and unchanged in 2 patients with
ophthalmoplegia gradually recovered by 3 months after
injury. Postoperative outcome was good recovery in 7
patients and moderate disability in one patient. There were
no complications related to the surgical procedure. The
advantage of this surgical procedure is easy identification
of the optic canal, resulting in fewer surgical complications,
and this procedure can also achieve intraorbital decompression. We recommend extradural optic canal decompression via the trans-SOF approach as a safe and reliable
procedure in patients with TON.

最近の報告ではステロイド剤による保存的治療の効

Ⅰ─────────────── はじめに ─

果は期待できないとする報告が散見される 11,21）。外

外傷性視神経損傷に対する治療には経過観察，ス

科的治療の適応については光覚弁が保たれており明

テロイド投与による保存的治療，外科的視神経管開

らかな視力視野障害がある場合，あるいは視力視野

放術などが存在するが，適切な治療法・治療時期・治

障害が進行している症例では視神経管開放術が勧め

療期間の選択について前向き無作為臨床研究はなさ

られている 1,5）。しかし，絶対的手術適応については

れておらず，標準的治療方針はいまだ確立されては

確立しておらず手術に伴う併発症の危険性もあるた

いないため症例毎に個別に判断されているのが現状

め個別に判断されているのが現状であるため，より

である。未治療群，保存的治療群，手術療法群の 3

安全確実な外科的加療法の導入が望まれる。今回

群で視力改善の有意差がない 21）とする一方で治療群

我々は，経上眼窩裂硬膜外アプローチによる視神経

が未治療群より成績が良いとする報告も存在する 1）。

管開放術を施行した外傷性視神経障害の自験 8 症例
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について治療成績を提示しながら文献的考察を加え
て報告する。

Ⅱ──────────── 対象患者と方法 ─
2000 年から 2014 年までに外傷性視神経損傷に対
術を施行された 8 症例を対象に retrospective に検討
して経上眼窩裂硬膜外アプローチにて視神経管開放

した。8 症例共に詳細な病歴と理学的・神経学的所見
を取り，骨条件を含めた頭部 CT による放射線学的

診断を施行した。全例で術前，および術後に眼科医
退院時の Glasgow Outcome Scale（GOS）にて判定し

による視野視力検査，眼底検査を施行した。転帰は

た。視神経管開放術による外科的手術適応について
は外傷側における視神経損傷が明らかであり，光覚
弁以上の視神経機能が残存している場合，眼窩内出
血等の物理的圧迫により眼圧の上昇がみられる場合

を適応有りと判断した。その際に頭部 CT における

視神経官骨折の有無は問わず，手術時期については
急性期（受傷 24 時間以内）に施行した。

Ⅲ─────────────── 手術方法 ─
仰臥位にて肩枕を挿入し，頭部を挙上して jack-

knife position とし，頭部は対側へ約 30 度回転させ

て 3 点 固 定 す る 。必 要 に 応 じ て VEP，あ る い は

MEP モニタリングを設置する。耳介前部から対側前

Fig.1 Schematic illustration of the operative techniques
of extradural optic canal opening via trans-SOF approach
with mini-peeling of the dura propria on the left side.
After standard frontotemporal craniotomy, the temporal
squama is rongeured out until the floor of the middle
cranial fossa is exposed. The lesser wing of the sphenoid
is flattened with a drill or rongeur until the meningoorbital band (MOB) is exposed. The middle fossa dura
is dissected until the foramen rotundum (FR) and SOF
are exposed (A). Skeletonization of the FR is not needed
because this junction is naturally exposed at the FR (A:
arrowhead). The roof of the SOF is skeletonized and
opened to expose the junction between the dura propria
of the temporal lobe and the periosteal dura (A: arrows).
The bone around the MOB is drilled and incised to a
length of 4 mm (A). Peeling of the dura propria is
started from the FR to the lateral wall of the SOF (B).
After removal of the ACP, the optic canal should be
opened using a micro-punch (C). II: optic nerve, III:
oculomotor nerve, IV: trochlear nerve, V1: first division
of the trigeminal nerve, V2: second division of the
trigeminal nerve, SPS: sphenoparietal sinus, DP: dura
propria, CS: cavernous sinus.

頭部に至る半冠状皮膚切開を施行する。側頭筋膜間
で剥離し，上側頭線部で側頭筋膜を切離して側頭筋
は切開することなく後下方向に翻転牽引する。前頭
骨は眼窩中点まで，側頭骨は中頭蓋窩底に及ぶ前頭
側頭開頭を施行する。前頭葉硬膜を前頭蓋窩より，
側頭葉硬膜を中頭蓋窩より剥離して蝶形骨縁外側部
を十分に削骨して meningo-orbital band（MOB）を露

出させる。上眼窩裂と正円孔が露出するまで十分に

側頭葉硬膜を剥離する。眼窩内血腫や眼窩内腫脹が
強い症例では眼窩内圧を減圧する目的で眼窩上壁～
外側壁を削除し，眼窩上壁から上眼窩裂，さらには
視神経管を開放する。一方で眼窩内減圧を要さない
症例では上眼窩裂上壁をドリルにより skeletoniza-

tion して上眼窩裂を開放することで固有硬膜と骨性

硬膜の間の剥離面である interleticular layer の境界を
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Table 1 Clinical characteristics of 8 consecutive patients who underwent extradural optic canal unroofing via the
trans-SOF approach for TON

Patient
Cause of GCS on
Age ⁄ Sex Side
No.
injury admission

Preoperative
CT findings

Duration of Preoperative
operation (hrs)
VA

VA
outcome

Surgical
outcome

1

9 ⁄ F

R

falling

15

OCF

6

2

42 ⁄ M

L

tumbling

14

—

24

LP

improved

GR

3

56 ⁄ F

R

tumbling

10

BC, ICH, OCF

6

LP

improved

GR

4

61 ⁄ F

R

tumbling

13

BC, AEDH

7

blind (NLP)

improved

MD

5

63 ⁄ M

L

falling

15

OCF

6

LP

no change

GR

6

65 ⁄ F

R

tumbling

15

ROH, OCF

6

LP

improved

GR

7

80 ⁄ M

L

tumbling

15

OCF

6

LP

improved

GR

8

81 ⁄ M

L

tumbling

15

ROH

6

LP

improved

GR

blind (NLP) no change

GR

SOF, superior orbital fissure ; TON, traumatic optic neuropachy; AEDH, acute epidural hematoma; BC, brain contusion;
OCF, optic canal fracture ; CT, computed tomography; EOM, extra-ocular movement; GCS, Glasgow Coma Scale; GR, good
recovery; ICH, intracerebral hematoma ; LP, light perception; LR, light reflex; MD, moderate disability; NLP, no light
perception; ROH, retroorbital hematoma ; VA, visual acuity.

視認する（Fig.1-A arrows）
。正円孔部で骨性硬膜と固
有硬膜を剥離して interleticular layer を確認し剥離を

Ⅳ─────────────── 結

すすめる（Fig.1-A arrowhead）
。続いて meningoorbital

果 ─

8 症例の経過は Table 1 にまとめた。平均年齢は

artery（MOA）を焼灼し，MOB を 5 mm 程切離する

57 歳（9～81 歳），右側 4 例，左側 4 例であった。受

（Fig.1-A）。その際には正円孔から上眼窩裂側へ剥離

してきた interleticular layer を確認し，それに連続す

傷機転は 2 例で転落，6 例は転倒であった。搬入時

て海綿静脈洞外側壁から固有硬膜の剥離（peeling）を

が 1 例 ，10 点 が 1 例 で あ っ た 。術 前 視 力 は 失 明 2

すすめる（Fig.1-B）
。なお，peeling の際には spheno-

例，光覚弁 5 例，対光反射消失 1 例であった。明ら

意識レベルは GCS 15 点が 5 例，14 点が 1 例，13 点

るように意識しながら切離する。正円孔部に向かっ

parietal sinus を固有硬膜側に温存するように努める。

かな視束管骨折は 5 例にみられた。脳挫傷 2 例，眼

硬膜外視神経管の開放を主目的とした場合，固有硬

例を除いた 7 例で受傷同日に緊急経上眼窩裂硬膜外

peeling）。前頭側硬膜も十分に剥離して硬膜外に視

視神経管開放術を施行した。術後 6 例で有効視力が

神経孔を確認する。硬膜外に全周性に前床突起を剥

１例は光覚弁のまま）。2 例で術前に動眼神経麻痺が

離露出させる。前床突起の後外側の硬膜直下を動眼

みられていたが，術後 2 例ともに改善した。退院時

窩内血腫を 2 例に認めた。受傷翌日に搬入された 1

膜 の 剥 離 は 上 眼 窩 裂 部 の み で 十 分 で あ る （ mini-

得られた。2 例で改善はみられなかった（1 例は失明，
転帰は 7 例で GR，1 例で MDであった。手術に伴う

神経が走行しているため前床突起削骨の前に十分に

硬膜との剝離を施行しておく。Course burr を用いて

新たな神経学的脱落所見や併発症はみられなかった。

十分な洗浄液による熱防止に留意しながら前床突起

の削骨をすすめる。視神経管を micro-punch を用い

Ⅴ─────────────── 症例提示 ─

て開放する（Fig.1-C）
。

80 歳，男性。転倒により左側眼瞼部を打撲した。
眼瞼腫脹と左視力低下を自覚し，当院眼科受診した。
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突出はみられなかった。眼圧は正常範囲であった。
対光反射は両側迅速であったが，左視力は指数弁と

著明に低下していた。頭部 CT では前頭骨骨折がみ

られたが，明らかな視神経管骨折はみられなかった。

外傷性視神経損傷を疑い，同日緊急にて左側経上眼
窩裂視神経管開放術を施行した（Fig.2）。左前頭側頭
開頭を施行し，側頭骨底部と蝶形骨縁を削骨した。
続いて眼窩上壁と外側壁の骨削除を施行して上眼窩

裂を開放した後，MOB を切離した。前床突起を全

周性に剥離し，削除した後にマイクロパンチを用い
ドニゾロンナトリウムを 1 日量 500 mg で 3 日間投

て視神経管を開放した。術後はコハク酸メチルプレ
与した。術後 3 日目には視力 0.1 と改善を認めた。

退院時転帰は GR であった。

Ⅵ─────────────── 考

察 ─

視神経管へのアプローチ法には開頭法，経鼻法，
あるいは上顎洞経由法などがある 6,7）。開頭法による
視神経管開放術には硬膜内，または硬膜外アプロー
チ法がある 19）。硬膜外視神経管開放術は，脳挫傷の
危険性がなく，外傷急性期において脳腫脹が強い例
でも安全かつ確実に施行可能である。Yang ら 19）に

よると硬膜外前床突起切除を応用した視神経管開放

術は病変までの手術距離が短い，動眼神経機能障害
の改善が良い，術中の視神経管の同定がつきやすく
手術による合併症が少ないなどの利点があり，視神
経除圧を目的とした新たな手術手技として提案して
Fig.2 A 80-year-old male presented with left visual
disturbance caused by traumatic optic neuropachy.
Extradural optic canal opening via trans-SOF approach
was performed. The lesser wing of the sphenoid is
flattened until the meningo-orbital band (MOB) is
exposed (A) and incised (B). After mini-peeling of the
dura propria of the lateral wall of the cavernous sinus,
the anterior clinoid process and optic canal were fully
exposed epidurally, then optic canal opening was
performed (C). Postoperatively, his left visual acuity was
markedly improved and the clinical course was uneventful. MOB: meningo-orbital band, ON: optic nerve.

告している。一方，Day & Fukushima らは Dolenc

眼球損傷と眼圧上昇はみられなかったが，左視力は

から剥離することで前床突起を硬膜外に十分に露出

指数弁であったため外傷性視神経障害が疑われ当科

後に削除し，小脳テントを切開して側頭葉を硬膜ご

紹介受診された。既往歴に特記すべき事項はなし。

と後方に牽引移動することで，開放された海綿静脈

意識清明で左側眼瞼腫脹と結膜下血腫を認め，眼球

洞越しに内頚動脈後方から脚間槽にまでアプローチ

いる。また，本法では視神経管上壁のみならず眼窩
上壁と外側壁の開放も十分に行える利点があり，眼
窩の periorbita を一部切離して眼窩内減圧を追加す

ることにより，眼窩内出血などによる眼圧上昇に対
硬膜外前床突起削除法は，Dolenc 4）が世界に先が

しても対処できると考えられる。

けて報告した。Yonekawa ら 20）は固有硬膜の剥離を

要しない選択的硬膜外前床突起切除法の有用性を報
法の変法として側頭葉固有硬膜を海綿静脈洞外側壁
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する方法を extradural temporopolar approach（ETA）

前の視機能が重要な因子である。文献によると手術

と し て 報 告 し て い る 3）。さ ら に Coscarella ら 2）や

までの期間としては受傷後 1 週間から 10 日以内とす

Noguchi ら 15）は海綿静脈洞外側壁における固有硬膜

るものが多く 8,9），視力に関しては術前に光覚以上の

の剥離範囲を軽減させ非侵襲的に改編した ETAの変

視力があれば術後の視機能の改善は期待できる 10）。

法 を 報 告 し ，森 ら は こ れ ら を trans-SOF approach

with mini-peeling of the dura propria 法と命名し

一方，光覚弁がない症例では一般的に予後は悪い。

12）
，

ゆえに明らかに外傷性視神経損傷が疑われる場合に

傍鞍部病変への本アプローチの有用性を報告してい

は経過観察やステロイドによる保存的治療を行うよ

13,14,16）
。こうした頭蓋底外科の技術の進歩によっ

りも，一刻も早く安全確実に視神経管開放術を施行

てより安全確実な硬膜外前床突起切除法が確立して

することが患者の視機能予後の回復のためには有用

きた。本法は非侵襲的硬膜外前床突起切除を応用し，

であると思われる。

る

より安全確実に上眼窩裂外側壁における固有硬膜を
剥離して側頭葉硬膜を十分に牽引することで前床突

Ⅶ─────────────── 結

起，視神経管を全周性に確認して視神経管開放術を

論 ─

施行するため，解剖学的オリエンテーションが良好

経上眼窩裂硬膜外視神経管開放術を施行した外傷

で安全確実に視神経管の減圧が可能になるものと思

性視神経障害の自験 8 症例の治療成績を提示した。

われる。

外傷に伴い明らかな視機能障害がみられる症例では，

視神経管開放を考慮する場合，視神経管開放のみ

受傷早期に視神経管減圧を行うことにより視機能の

にとどめるべきか，あるいは硬膜切開を追加施行す

改善を認める症例がある。本病態に対して視神経管

べきかについては議論の余地がある。視神経管骨折

の同定がつきやすく硬膜内操作に伴う合併症が少な

が明らかではない視神経浮腫が強く疑われる症例で

い安全かつ確実な経上眼窩裂硬膜外アプローチによ

は，視神経管開放のみならず硬膜切開を追加施行し

る視神経管開放術が有用であると思われる。

た患者群で視機能の改善がみられたと報告されてい
る 17）。一方で視神経管のみ開放した群とさらに硬膜
切開を追加施行した群とでは視神経の機能に差がみ
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Background : Most patients recover fully from mild
traumatic head injury (mTHI), but a few patients have
persistent neurocognitive problems. The purpose of this
study is to provide whether magnetic resonance imaging
(MRI) can provide more detailed information of the mTHI
than computed tomography (CT) in the young patients.
Methods : We enrolled 20 patients younger than 20 years
with mTHI, who underwent CT and MRI in the acute stage
after injury. We compared the intracranial traumatic
findings (ITF) of CT with MRI. Furthermore, we compared
the depiction ability of ITF on 2D image with 3D image.
Results : One (5%) of 20 patients had ITF with CT (acute
sub and epidural hematoma 1). 5 (25%) of 20 had ITF with
MRI (acute sub and epidural hematoma 1, brain contusion
and acute subdural hematoma 2, and brain contusion 2).
There was no significant difference the time needed to MRI
scanning form CT scanning between positive group and
negative group of ITF with MRI (p<0.07). 3D image of FLAIR
was more sensitive for the visualization and detection of
ITF than 2D image.
Conclusion : MRI is more sensitive than CT in the detection
of ITF with mTHI. Particularly, 3D FLAIR provides detail
information of ITF.

傷性病変が存在することが知られている 1,12,13）。特に

Ⅰ─────────────── はじめに ─

若年者では高齢者に比べ，脳溝や脳槽などのクモ膜
腔系が生理的に狭小化しており，CT では微細な病変

2013 年の日本脳神経外傷学会のスポーツ頭部外傷
に対する中間宣言によると脳振盪後に頭痛などが遷

の診断に苦渋することがある 6,11）。さらには，神経

延する場合は，硬膜下血腫の存在を除外するために

症状を呈さない外傷性の脳実質病変や硬膜下血腫も

CT あるいは MRI による画像診断が薦められてい

存在する 4）。したがって軽症頭部外傷患者，特に若
年者の場合その画像診断は CT のみでよいのか否か

る 9）。しかしながら，頭部外傷患者の画像診断の際，

MRI で指摘できても CT では同定できない頭蓋内外

疑問が残る。また，同中間宣言では薄い硬膜下血腫
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Table 1 Summary of 5 cases with intracranial traumatic findings with MRI

Case

Age

Sex

Cause

JCS

Symptom

Findings of MRI

Findings of CT

Time to MRI from CT

1

20

F

TA

0

(–)

ASH, PI

(–)

48h

2

8

M

Fall

0

Nausea

ASH, AEH

ASH, AEH

8h

3

14

M

SA

Ⅰ-1

Seizure

PI

(–)

14h

4

19

M

TA

Ⅰ-3

Confusion

PI

(–)

56h

5

20

M

TA

Ⅰ-1

(–)

ASH, PI

(–)

26h

TA: traffic accident, SA : sport accident, ASH : acute subdural hematoma, PI: parenchymal injury, AEH: acute epidural
hematoma

Table 2 Comparison of the time needed to MRI
scanning form CT scanning between positive group
and negative group of intracranial traumatic findings
(ITF) with MRI

るが，選択される MRI のシーケンスの推奨撮影条件
を見逃さないため冠状断の撮影追加が薦められてい

などは提示されていない 9）。

今回，我々は，福岡市内の二次救急病院に入院し

た若年軽症頭部外傷患者の神経放射線学的所見（CT,

MRI）を明らかにし，MRI の有用性について検討し
たので報告する。

Ⅱ ────────────── 対

象 ─

ITF with MRI

N

Average time

Positive

5

30.4h（8〜56h）

Negative

15

21.8h（12〜48h）

Total

20

24h（8〜56h）

}

p<0.07

対象は 2012 年 5 月から 2014 年 6 月までに社会医
療法人財団白十字会白十字病院に頭部外傷で入院し
た 20 歳以下の 39 例の患者の中で，搬送時の意識状
態が Japan Coma Scale（JCS）1 桁以下で，搬送時に

影 シ ー ケ ン ス は 拡 散 強 調 画 像 （ DWI）， T1WI，

頭部 CT および入院後に MRI を施行した 20 例であ

T2WI，T2 スター，2 次元 FLAIR（2D FLAIR）の軸

位断像および 3 次元 FLAIR（3D FLIAR）である。3D

る。対象の内訳は男性 16 例，女性 4 例，年齢は 5～

FLAIR は VISTA（Volume Isotropic Tse Acquisition）

20 歳（平均 15 歳），搬送時の意識状態は JCS 0 が 11
例，Ⅰ-1 が 6 例，Ⅰ-3 が 3 例であった。頭部外傷の内

を用いた 3D TSE 法による撮影で，撮影条件は FOV

= 250 mm，TR = 48,000 ms，TE = 317 ms，matrix =

訳は交通外傷 7 例，転倒 2 例，スポーツ 8 例（ラク

216 × 183，slice 厚 = 6 mm，SENCE = 2，撮影時間

ビー 4 例，サッカー 2 例，柔道 1 例，ハンドボール

1 例），暴行 3 例であった。交通外傷や暴行では社会

は 3 分 36 秒，撮影方向は矢状断で，それを軸位断像

的理由，スポーツ外傷者ではセカンドインパクト症

および冠状断像に再構成した。

候群の問題

検討項目は，① 搬送時の頭部 CT と入院後の MRI

10）などから，同院では基本的に入院と

し，MRI まで施行するようにしている。

Ⅲ─────────────── 方

MRI で頭蓋内外傷性病変の陽性群と陰性群におい

における頭蓋内外傷性病変の有無と内訳の比較。②
て，CT 撮影から MRI 撮影までの時間との関係を比
較。③ 2D FLAIR と 3D FLAIR の頭蓋内外傷性病変

法 ─

使用した CT は東芝社製 80 列装置 PRIME，MRI

は Fillips 社製 1.5 T 装置 Ingenia である。MRI の撮

の描出能についての比較である。頭蓋内外傷性病変
の有無や描出能の判定は，2 名の神経放射線科医の

88

神経外傷 Vol.38 2015

Fig.1 CT scan on admission (A) did not show acute subdural hematoma.
After the 26 hour of admission, 2D FLAIR axial view (B) and 3D FLAIR
coronal view (C) showed thin acute subdural hematoma in the right
frontal convexity.

Fig.2 CT scan on admission (A) did not show brain contusion. After the
26 hour of admission, 2D FLAIR (B) showed brain contusions in the right
frontal base.

Fig.3 3D FLIAR axial view (A), sagittal view (B) and coronal view (C)
visualized detailed structures of the frontal base and showed brain
contusions more clearly than 2D FLAIR axial view.
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Table 3 Summary of 15 cases without intracranial traumatic findings with MRI

Case

Age

Sex

Cause

JCS

Symptom

Time to MRI from CT

Incidental significant findings with MRI

6

5

F

Fall

0

(–)

15h

(–)

7

10

F

TA

0

(–)

26h

(–)

8

18

F

Assault

0

Nausea

15h

(–)

9

9

M

Assault

0

(–)

14h

(–)

10

13

M

SA

0

Seizure

12h

(–)

11

13

M

SA

0

Amnesia

12h

(–)

12

13

M

SA

Ⅰ-1

Amnesia

12h

(–)

13

16

M

SA

Ⅰ-1

Amnesia

48h

(–)

14

16

M

TA

0

(–)

36h

(–)

15

16

M

TA

0

Nausea

18h

Cystic mass lesion

16

17

M

SA

Ⅰ-1

Amnesia

13h

Carvenous hemangioma

17

18

M

TA

0

(–)

48h

(–)

18

18

M

(–)

12h

(–)

19

18

M

SA

Ⅰ-3

Amnesia

18h

(–)

20

19

M

SA

Ⅰ-1

Amnesia

28h

Arachnoid cyst

Assault Ⅰ-3

TA: traffic accident, SA : sport accident

合議により行った。CT 撮影から MRI 撮影までの時

が長い傾向にあった。しかしながら統計学的には 2

間との関係は F 検定（2 標本を使った分散の検定）を

群間には有意差は認められなかった（Table 2）。2D

FLAIR で 指 摘 で き た 急 性 硬 膜 下 血 腫 2 例 は ， 3D

用いて統計学的に検討した。

Ⅳ─────────────── 結

FLAIR で は 2 例 と も 3 方 向 で 明 瞭 に 同 定 で き た

（Fig.1）。脳挫傷については 2D FLAIR では軸位断像

の 1 スライスでしか同定できない病変（Fig.2）が，3D

果 ─

FLAIR では 3 方向で数スライスにわたり同定できた

20 例のうち CT で頭蓋内外傷性病変を認めたのは

1 例（ 5％），MRI は 5 例（ 25％）であった。その内訳

（Fig.3）。ま た 3D FLAIR は 2D FLAIR に 比 べ ，周

は，CT は急性硬膜下血腫 + 急性硬膜外血腫 1 例，

囲とのコントラストがついて病変をより明瞭に描出

一方，MRI では急性硬膜下血 + 脳挫傷 2 例，急性硬

していた（Fig.3, Fig.5）。Table 3 には MRI で頭蓋内

膜下血腫 + 急性硬膜外血腫 1 例，脳挫傷 2 例であっ

外傷性病変を認めなかった 15 例の内訳を示してい

た（Table 1）。MRI で頭蓋内外傷性病変が陽性群（5

る。3 例で偶発的に非外傷性の有意所見（嚢胞性腫

例）における CT 撮影から MRI 撮影までの時間は，

瘤，海綿状血管腫，側頭部のくも膜嚢胞）が見いださ

平均 30.4 時間であった。一方，陰性群（15 例）は平均

21.8 時間であり，陽性群の方が MRI 撮影までの時間

れた。
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Fig.4 CT scan on admission (A) did not show brain contusion. After the 14
hour of admission, 2D FLAIR axial view (B) showed small high intensity
area in the left temporal lobe, suggested brain contusion.

Fig.5 3D FLAIR axial view (A), coronal view (B) and sagittal view (C)
demonstrated small high intensity area in the temporal lobe, more clearly
than 2D FLAIR axial view.

Fig.6 Follow up study of MRI after 1 month on admission. The small high
intensity area decreased on 3D FLIAR axial view (B).
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次に脳挫傷は MRI では 4 例（ 20％）で指摘されたが，

CT では何れも同定できなかった。従来，亜急性期か

20 歳，男性，交通外傷，JCS Ⅰ-1（Table 1，Case 5）

〔 代表症例１〕

ら慢性期の脳幹損傷や軸索損傷の評価に MRI が優れ

搬送時の頭部 CT では明らかな異常は指摘されな

いが（Fig.1-A）
，CT 撮影から 26 時間後に施行した

ているのはよく知られている。しかし，今回調べた
限りでは，対象を急性期の軽症外傷者に限局し，両

MRI の 2D FLAIR では右前頭部の頭蓋内板下に薄い

者の検出率を比較したまとまった報告は見当たらな

急性硬膜下血腫を認め（Fig.1-B）
，3D FLAIR の冠状

実質病変に関する MRI のまとまった報告が散見され

かった。一方，最近では軽症頭部外傷の急性期の脳

断像では明瞭に血腫は同定された（Fig.1-C）
。脳挫傷
に関しては CT では同定されない右前頭葉底部の病

変が 2D FLAIR で不明瞭であるが 1 スライスで同定

に SWI（susceptibility-weighted image）が有用である

てきており，特に軽症外傷における微小出血の診断

された（Fig.2）。一方，3D FLAIR では軸位断像，矢

と言われている 2,3,14）。以上，搬送時の CT では同定

状断像，および冠状断像の 3 方向にて数スライスで

性期に施行した MRI で指摘される。特に若年者では
できない少量の急性硬膜下血腫や小さな脳挫傷が急

明瞭に指摘され，病変が前頭葉の直回から一部，内

その生理的構造の理由から，CT では高齢者に比して

側眼窩回に至ることが把握できた（Fig.3）
。

病変の同定が困難であることが多い。したがって，

14 歳，男性，スポーツ外傷，JCSⅠ-1（Table 1，Case 3）

〔 代表症例２〕

急性期の若年者の軽症頭部外傷の画像診断は初回の

CT で異常がなくても，できるだけ早期に MRI によ

既往歴なし。ラグビーの試合で後頭部打撲。その

直後に一過性に全身痙攣を来たし搬送。JCS Ⅰ-1。搬

る精査が望ましいと考えられた。

3D FLAIR 法は，1 回の撮影で軸位断，冠状断，

FLAIR（Fig.4-B）では，左側頭葉下面に小さな高信号

ス画外から拍動に伴って面内へ流入してくる脳脊髄

送時の頭部 CT では明らかな異常は指摘されないが

矢状断の 3 方向の画像が得られる。2D法ではスライ

（Fig.4-A），CT から 14 時間後に撮影した MRI の 2D

液の信号が抑制されずに高信号のアーチファクトと

域を認めた。3D FLAIR では 3 方向で明瞭に病変が

してみられるが，3D FLAIR 法はそういったアーチ

描 出 さ れ た （Fig.5）。筆 者 は こ の 病 変 を 当 初 2D

FLAIR のみでは見逃しており，その後，3D FLAIR

ファクトがなく，かつ薄いスライスがギャップレス
で得られる

partial volume effect が極端に少なく，縦断的な観察

の 3 方向を観察することにより確認することができ

た。受傷から 4 週間後に撮影した MRI の 3D FLAIR

にも適しており，病変の解剖学的把握が容易である。
そのため脳幹部の評価や，皮質直下の多発性硬化症

では病変は瘢痕化しており，脳挫傷と判断された

などの診断に有用であると言われている 5,7）。しかし

ながら，頭部外傷に関する 3D FLAIR 法に関するま

（Fig.6）。

Ⅴ─────────────── 考

10）。ま た ，等 方 ボ ク セ ル で あ る の で

とまった報告は，今回検索した限りでは見当たらな

察 ─

3D FLAIR 法は 2D法に比べ，少量の硬膜下血腫や微

かった。我々の検討では，急性期頭部外傷疾患でも

今回の我々の検討では，若年軽症頭部外傷患者 20

例 の 中 で ，搬 送 時 の CT で 急 性 硬 膜 下 血 腫 が 1 例

細な脳挫傷の診断により有用であった。3D FLAIR

法は 2D法に比べ撮影時間をやや長く要するものの，

（ 5％）で同定された。一方，受傷から数日以内の急性
期に施行した MRI では 3 例（ 15％）の急性硬膜下血腫

患の MRI 撮影は本法を加え，全体の撮影時間をより

その診断能は高い。したがって，急性期頭部外傷疾

が指摘された。この 3 例は経過中に臨床症状の増悪

短時間に工夫したシーケンスの選択が望まれる。

な ど の 少 量 の 急 性 硬 膜 下 血 腫 の 同 定 は ，CT よ り

は呈していない。従来，小脳天幕面や架橋静脈周辺

この論文には幾つかの問題点が挙げられる。第 1

MRI が優れていると言われている 1,8,12）。しかし，過

に頭部外傷から CT と MRI の撮影までに約 24 時間

期の若年軽症者に限定したまとまった報告はない。

頭蓋内外傷性病変が陽性群と陰性群では，撮影まで

程度の差があることである。統計学的には MRI での

去の報告では重症の頭部外傷も含まれており，急性
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文

の時間との関係に有意差は認められなかった。しか
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Rugby-related spinal cord injuries in Japan
and prevention methods: The catastrophic
injuries reports of the Japan Rugby
Football Union

ラグビー競技における

脊髄事故の現状と予防対策：

日本ラグビーフットボール協会

HARUHIKO SATO

重症傷害報告書より

Department of Neurosurgery, Seirei Mikatahara General Hospital

Objective : To report an accurate and comprehensive incidence of spinal cord injuries and to propose preventive
methods 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 spinal cord injuries,
which is defined by the World Rugby as A to D of
American Spinal Injuries Association scale after 48 hours
after the incident. Annual numbers of injured players,
their ages, phase of play where the injuries occurred and
injured level were analyzed.
Results : There were 105 catastrophic spinal cord injuries,
including 1 fatalities, in those 17.8 years, averaging 4.5
cases per year. Four injuries happened in junior highschool students, 39 in high school, 26 in college, and 36 in
adult players mostly belonging to local amateur club teams.
Twenty-eight injuries occurred in scrums, 16 resulted from
being tackled, 25 while tackling, 20 due to ruck, 7 in mauls,
7 by collision, whereas 2 cases were referred to unknown
causes. Thirty-three injuries of 58 reported diagnoses
included the lesion between C4/5 and C5/6.
Conclusion : A certain cases of catastrophic spinal injuries
are occurred during rugby football in most of countries
where rugby is popular including Japan despite of safety
measures. Scrum, ruck, and tackle-related plays are the
predominant causes of them. Because of their higher incidence in high school and college players, it is continuously
essential to educate all of these team leaders about
preventive methods and to enforce laws of the game implementation for reducing catastrophic injuries.
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日本ラグビーフットボール協会（以下，日本協会）

Ⅰ─────────────── はじめに ─

は重度の後遺症や命に関わる外傷を最大限に回避す
べき事項として組織的に活動している 14）が，不幸な

ラグビーフットボール（以下，ラグビー）はコンタ

結果となる事故も報告されている。

クトを伴うスポーツである。スクラム，タックル，

本稿では日本協会に提出された重症傷害報告書を

ラックなどラグビー特有のコンタクトプレーはラグ
ビーの魅力である一方，けがの原因でもある。

もとに，国内ラグビー競技における重症脊髄事故の
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Table 1 Definition of ‘catastrophic injury’ by the Japan
Rugby Football Union

611 JRFU catastrophic injury
1989.04 – 2013.12

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

↓

fracture

311 JRFU catastrophic injury

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

1996.04 – 2013.12

3 Fatalities

↓

4 Injury cases which required surgery on head or spinal

cord
5 Injuries which required surgery at thoracic and/or

204 WR catastrophic injury

abdominal organ

↓

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

injuries

105 ASIA (A – D)

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

cervical injury

101

thoracic-lumbar injury
fatalities

1 Spinal cord injuries

4
1

Fig.1 Enrollment of injured players.

with an ASIA classification at 48 hours of A to D

JRFU: the Japan Rugby Football Union
WR: the World Rugby
ASIA: American Spinal Injury Association

2 Brain injuries

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

3 Fatalities

(including spinal cord, traumatic brain, and cardiacrelated fatalities)

れ，そのうち内容が比較的整理されている 1996 年 4
月から 2013 年 12 月までの連続 311 例を選択した。

ASIA: American Spinal Injury Association
A: No sensory or motor function is preserved in the sacral
segments S4 to S5.
B: Sensory but not motor function is preserved below the
neurological level and includes the sacral segments S4 to S5
and no motor function is preserved more than three levels
below the motor level on either side of the body.
C: Motor function is preserved below the neurological level,
and more than half of key muscle functions below the
neurological level of injury have a muscle grade less than 3.
D: Motor function is preserved below the neurological level,
and at least half of key muscle functions below the
neurological level of injury have a muscle grade 3 or more.
E: Motor or sensory function is normal.

World Rugby（以下 WR；International Rugby Board

また各国共通に重症事故を検証可能とする目的で，

国際ラグビーボードより改称）は 2010 年に，ラグ

ビーに関する Catastrophic Injury 15）を定義した。311

例のうち受傷後早期の状態がこの WR Catastrophic

Injury の基準（Table 2）を満たした報告は 204 例あ

り，その内 American Spinal Injuries Association Scale

が Aか ら Dに 相 当 す る 脊 髄 外 傷 は 105 例 で あ っ た

（Fig.1）。この 105 例を今回の検討対象とした。

検討項目は，年次別発生数，年代カテゴリー別発
分析と安全対策について報告し，あわせて国外から

生数，受傷時のプレー，報告書に記載された障害部

の報告を供覧する。

位である。

Ⅱ─────────────── 方

Ⅲ─────────────── 結

法 ─

果 ─

105 報告のうち，101 例が頚椎レベルの損傷であり

資料とした重症傷害報告書は，死亡，頭部外傷，
脊髄損傷，胸腹部外傷など 6 項目の重症傷害（Table

1 例が死亡した。残りの 4 例は胸腰椎レベルの損傷

1）が生じた場合，チーム責任者が所属都道府県のラ

年次別発生数は 2〜12 人（Fig.2）で，年平均 5.9 人

であった（Fig.1）。

グビー協会を通じて日本協会へ提出するものである。

1989 年 4 月から 2013 年 12 月までに 611 例が報告さ

であった。競技登録者数は減少傾向にあるが，2000
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Table 3 Number of catastrophic spinal cord injuries by their age categories and the playing
situations

junior high
high school
school

college ⁄
university

club teams#

all
categories

(%)

4 (4)

39 (37)

26* (25)

36 (34)

105*

scrum

0

13

10*

5

28*

(27)

being tackled

1

7

0

8

16

(15)

tackling

2

6

5

12

25

(24)

ruck

0

7

7

6

20

(19)

maul

1

3

2

1

7

( 7)

collision

0

2

1

4

7

( 7)

miscellaneous

0

1

1

0

2

( 2)

total cases (%)

# including

team from the community level to the Top League
* including one fatality

Fig.2 Annual number of cases with catastrophic spinal injuries between April 1996 and
December 2014 divided by the age categories except junior high school.
Solid line in gray color shows a total number of the three categories and a junior high school.

11.9 人，社会人 5.4 人であった。

年から 2013 年までは平均 12 万 2 千人であり，競技

人口 10 万人あたりの年間発生数は 4.8 人となった。

受傷時のプレーは，スクラムが 28 人（ 27％），タッ

年代カテゴリー別発生数は，中学（中学生，ラグ

クルしてが 25 人（ 24％），ラックが 20 人（ 19％），

ビースクール）が 4 人（ 4％）
，高校（高校生，高等専門

タックルされてが 16 人（ 15％）
，モールが 7 人（ 7％）
，

学校生）が 39 人（ 37％），大学（大学生）が 26 人

衝突が 7 人（ 7％），その他および不明が 2 人（ 2％）で

あった（Table 3）。受傷プレー別の年次発生数はラッ

（ 25％），社会人（トップリーグ，クラブチーム等）が

36 人（ 34％）であった（Table 3）。競技人口 10 万人あ

たりの年間発生数は，中学 0.6 人，高校 6.8 人，大学

クに若干の増加傾向があり，スクラムでは減少傾向
がみられた（Fig.3）。
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Fig.3 Annual number of cases with catastrophic spinal injuries devided by the player
situations where the injuries occured.
Table 4 Number of cases with catastrophic spinal injury
divided by cervical (C) injured level and the playing
situations

injured
level

total

scrum

C1

2

C1–2

1

C2

9

C2–3

1

C3

2

C3–4

1

1

C4

4

1

C4–5

8

2

C5

14

8

C5–6

12

5

C6

3

2

C5–7

1
58

being
tackling
tackled

Ⅳ─────────────── 考

察 ─

ラグビーがコンタクトスポーツであるがゆえに外
傷の発生はある程度当たり前のこととして受け取ら

ruck

れがちだが，神経症状を残す重症例の発生は問題と

1

されてきた。古くは 1869 年に頚椎屈曲外傷の記事が

The Times of London に挿画付きで掲載 11）され，ラ

1
2

3

グビーによる脊髄外傷については 1980 年代からある

3

程度症例数がまとまった報告が増えはじめた 2）。多
くは頚椎レベルの外傷であった。

1

22

1

ラグビー発祥国のイングランドでは，1956 年から

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2002 年の間で重症脊髄外傷の発生は 0.84 人／競技人

口 10 万人・年であり，イングランド以外でラグビーが
盛んなニュージーランド，アイルランド，オースト
ラリアなどの 6 つの国々で 1970 年代から 2005 年ま

でに実施された 13 の調査の集計では，死亡を含む重

症脊髄外傷の発生は 0.89〜13.0 人（平均 4.4 人）／競技

1

7

11

人口 10 万人・年であった 5）。

10

1996 年から 2006 年の調査では，ASIA scale の A〜

フランス国内の全カテゴリーの選手を対象にした

Dに相当する頚髄外傷は 37 人，年間発生数は 1〜 8

報告書に受傷部位が記載されたのは 58 人（ 36％）あ

り，C5 が 14 人，C5–6 が 12 人，C2 が 9 人，C4–5

人，0.9～3.3 人／ 競技人口 10 万人・年であった 1）。ま

が 8 人であり，C4–5，C5，C5–6 で全体の 59％を占

た南アフリカ国内の全カテゴリーを対象にした 1980

めた（Table 4）。

年から 2007 年の調査では，受傷後 6 ヵ月の時点で
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Table 5 Some of the law changes related to scrum

146 人が死亡・四肢麻痺・車いすの生活になったと報
告された 7）。

1991

他のスポーツ競技との比較では，ラグビーより重

(under 19) maximum 1.5 metres push
a team in a scrum must not push the scrum more
than 1.5 metres towards their opponents’ goal line

症脊髄外傷の発生頻度が高い競技は合衆国カレッジ

レベルのアイスホッケーと体操競技（順に 6.6 人と

1992

～61 人／ 競技人口 10 万人・年）に限られ，アメリカン

1999

14.5 人／ 競技人口 10 万人・年）やプロの競馬騎手（14
フットボール，ラクロス，サッカー，レスリングな

どの競技における発生頻度は少なかった 5）。また本
邦の柔道における重症頚髄外傷の発生は 0〜3 人／ 競
技人口 10 万人・年と報告された 8）。
国内ラグビーの重症脊髄外傷の発生は 1996 年 4 月

4.8 人／ 競技人口 10 万人・年）であり，100 人が頚椎レ

a team can substitute up to two front row
players

2007

scrum engagement sequence changes to 4stage call

2012

scrum engagement sequence changes to 3stage call

2013

からの 17 年 9 ヵ月で 105 人（年間発生数 2～ 12 人，

scrum engagement sequence changes to 3stage call

a team can substitute up to three front row
players

ベルであった。この結果は国外からの報告と差はな

く，ラグビーではある一定の頻度で重症頚髄外傷が

さない，という現行の競技規則は遵守されるべきで

発生するということになる。

ある。

原 因 と な る プ レ ー で は ，ス ク ラ ム ，タ ッ ク ル ，

タックルでの受傷はタックルをする側の選手に多

ラックというラグビーに特有のコンタクトプレーに

かった。タックルはより動的要素が増すために受傷

多かった。

パターンはスクラムほど単純ではない 11）。技術的に

国内の 15 人制ラグビーはラグビーユニオン（また

はユニオンラグビー；Rugby Union）と呼ばれ 1 チー

とることが重要である 17）が，ボールを持つ選手が動

ム 8 人で構成されるスクラムが重要な競技要素であ

く向きを瞬時に変えた場合に，タックルをする選手

る。スクラム第一列の 3 人の選手は相手選手と交互

の予測とは逆向きのコンタクト（逆ヘッド）となり頚

に頭を組み合い後方からは 5 人の味方選手の体重も

部に回旋力が加わって受傷する危険性は残る。

ムが崩れた場合に頚髄外傷の危険が高まる。C4 ⁄ 5

抱え上げて落とすタックル（spear tackle）などは頭頚

は相手をみて頭と肩を腰より下げない基本的姿勢を

肩の線から上へのタックル（high tackle）や選手を

かかる。このため組み合った瞬間やその後にスクラ
と C5 ⁄ 6 の facet dislocation が多く 3,6,11），過屈曲あ

るいは最近では buckling と呼ばれる下位頚椎のみが

部外傷の危険が高まるとして，行った選手は試合か

る。

イクダウン）であり，現代ラグビーでは勝敗を分ける

らの一時的退出か退場となる。

屈曲力を受ける受傷メカニズム 10）が考えられてい

ラックはモールと共にボールの争奪を行う場（ブレ

国内のスクラムによる頚髄外傷は減少傾向にある

ほどの位置づけとなっている。このため今後プレー

もののなくなることはなく（Fig.2）
，その 75％は下位

の激しさが増し外傷発生の増加が心配される。ラッ

頚椎レベルであり高校大学世代に多かった。薫田ら

クに加わるプレヤーが頚椎過屈曲の危険性を意識す

による「スクラム技術論序説」9）にはスクラム技術が

ることや頭と肩を腰より下げない姿勢をとることな

詳細に記されている。スクラムは競技レベルが高く

どが重要とされている 17）。

なるに従い戦術的に重要な要素となり，国際試合を

国 際 統 括 団 体 で あ る World Rugby（ 旧 IRB：

ラグビーユニオンにおける重症脊髄外傷に対して，

見据えると年代別世代からの本格的取り組みも必要

International Rugby Board）からは各種の安全対策が

とされるが，一般にその世代では頚椎の可動性が高

示されてきた。競技規則の改訂（Table 5），基本プ

レーの体得を目的とした選手関係者への on-line 教育

く，筋力は発達途上である。したがって国際試合に
臨むようなエリートレベルを除き，一般の競技レベ
ルでは 19 歳未満はスクラムを相手側に 1.5 m 以上押

システム 17）の開発，競技事故発生のメカニズムの研
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文

究や調査 16）などである。競技規則の改訂では 1990

献
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Background : Decompressive craniectomy (DC) is used to
improve the brain herniation or increased intracranial
pressure caused by brain swelling as the result of severe
traumatic brain injury or severe acute stroke. When the
intracranial pressure is normalized, cranioplasty is performed in a second stage using autologous or artificial
bone. Hinge craniotomy (HC) as a one-stage surgery was
reported by Schmidt in 2007.
Objective : To examine the merits and detractions of HC
compared with conventional DC.
Method : We performed DC for 19 and HC for 9 patients
from 29 to 99 years old, between April 2012 and March
2014. We compared outcomes, number of days of hospitalization, and rates of infection between the groups.
Results : DC was performed for infarction (n=2), hemorrhage (n=3), SAH (n=10), and trauma (n=4) ; and HC for
infarction (n=5), hemorrhage (n=3), and trauma (n=1). The
outcomes of DC excluding SAH were GR (n=1), SD (n=1),
PVS (n=5), and D (n=2), in which 1 case of death was
because of disease other than in the head. The outcomes of
HC excluding SAH were MD (n=1), SD (n=3), PVS (n=1),
and D (n=4) in which 2 cases of death were because of
diseases other than in the head. There were 95.8 days of
hospitalization excluding death for DC and 86.8 days for
HC. We did not observe infection of wounds in these cases.
Conclusion : The study shows that HC has the effect of
reduced intracranial pressure and preventing sinking skin
flap syndrome, and may reduce medical costs.

頭蓋内圧亢進時に骨片が外側に開いて減圧効果が得

られ，頭蓋内圧（intracranial pressure: ICP）が正常化

Ⅰ─────────────── はじめに ─
重症頭部外傷および重症脳卒中患者の頭蓋内圧亢

進に対し，一期的減圧開頭術である hinge craniotomy

すると本来の場所に戻るというものである。この方

法で十分な減圧効果があること，頭蓋形成術が必要

（HC）は 2007 年に Schmidt らが報告し 17），その後同

ないこと，さらに外減圧開頭術に伴う sinking skin

flap syndrome（SSFS）が予防できる。

様の手技が複数報告された 3,8,9）。この方法は，自家

従来の外減圧開頭術（decompressive craniectomy :

骨を戻す際にプレートを一部分だけ固定することで，
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Fig.1 Cranial 3D-CT (a, b) after hinge craniotomy.

Double-Y-shaped plate secures the bone flap to the surrounding skull. Other plates prevent the bone flap subsidence.

DC）は ICP が正常化した後，冷凍または体内保存し

個の計 4 個穿ち骨片を形成する。開頭の際は術後の

ていた自家骨，もしくはチタンやハイドロキシアパ

美容面から中頭蓋窩を極力追加切除しないよう最初

タイト等で作成した人工骨を用いて頭蓋形成術を行

から中頭蓋窩まで開頭することを心掛ける。人工硬

う。二期的な手術であり，患者の身体的負担増加に

膜を用いて硬膜形成を行うとともに骨縁および骨片

つながる。さらに頭蓋形成術に伴う感染率は低くな

へ硬膜のつり上げ縫合を行う。骨片でない周辺骨と

く，再手術が行われることがある。

今回当院で施行された HC について DC と比較し

皮下組織を十分に剥離し，皮膚と周辺骨の可動性を

て利点と問題点について検討したので報告する。

蓋に戻す際に前頭側は double Y型のチタンプレート

多くもたせ，ICP sensor は必ず挿入する。骨片を頭
片が浮いた状態にする。頭頂側・後頭側の burr hole

を軽く湾曲させて骨片，周辺骨に固定することで骨
部分は burr hole 型のチタンプレートを用いて骨片側

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
2012 年 4 月から 2014 年 3 月までに減圧開頭術が

だけ固定をして，骨片の落ち込みを予防するととも

施行された重症頭部外傷および重症脳卒中症例にお

に術後の皮膚の陥凹を予防する。側頭筋は筋膜の縫

HC 群の転帰，在院日数，感染率を両群で比較検討

合は行わず筋層の縫合のみとし，皮下組織，皮膚を

いて無作為に DC 群と HC 群に振り分け，DC 群と

縫合して手術は終了する。ICP が正常化し骨片が元の

した。ただし，くも膜下出血の Fisher group 3 また

位置に戻った後の骨片の固定は行っていない（Fig.1-a,
b）
。

は 4 の症例は出血がびまん性に存在することから，

血管攣縮による脳梗塞が健側に生じた際に両側 HC

術後は両群とも PaCO2 が 35～40 mmHg になるよ

褥瘡予防の観点から DC とし，後頭蓋窩の減圧開頭

適宜脳平温療法または脳低温療法を導入した。HC

となる可能性があり，術後頭位の変換が困難なため

う鎮静管理をし，必要に応じて筋弛緩薬を併用し，

術については全例 DC のために除外した。

において術直後に閉創した段階で ICP が 25 mmHg

することとし，burr hole は hair line 内に穿つよう側

を行うこととした。

HC の手術方法は Schmidt らや江崎らの報告を参

を超えている場合に DC へ変更し，術後経過中に

考にした 2,3,8,9,17）。骨片の大きさは直径 12 cm 以上に

ICP が 30 mmHg 以上になった場合には追加で DC

頭筋下に 2 個，その他に頭頂側・後頭側にそれぞれ 1
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Table 1 Patients treated with hinge craniotomy

Age Sex Side
Infarction

Trauma

Time
to
HC

Additional Hospitalization
Outcome
surgery
days

78

F

L

ICA occlusion

24:45

－

9

D

72

M

L

ICA occlusion

33:00

＋

11

D

62

M

L

MCA occlusion

27:00

－

47

D

79

Hemorrhage

Disease

64
63

F

M
F

R

R

R

65

M

L

65

M

R

95

M

R

MCA occlusion

MCA occlusion
Thalamus and
putamen

Thalamus and
putamen
Putamen
ASDH

48:00

56

－

35:00

SD

79

－

54

MD

3:30

－

135

SD

8:00

－

110

PVS

－

2:40

5:45

6

－

Comment
Rejection of
reoperation

ICP uncontrollable
after DC
Unknown

SD

D

Sepsis due to UTI

ICA: internal carotid artery, MCA: middle cerebral artery, ASDH: acute subdural hematoma, MD: moderate disability, SD:
severe disability, PVS: permanent vegetative state, D: death, HC: hinge craniotomy, DC: decompressive craniectomy, ICP:
intracranial pressure, UTI: urinary tract infection

Fig.2 Comparison of outcomes between patients in the decompressive craniectomy group, hinge craniotomy group
and decompressive craniectomy group excluding subarachnoid hemorrhage.

Ⅲ─────────────── 結

塞 5 例，脳出血 3 例，くも膜下出血 0 例，外傷 1 例

果 ─

期 間 中 DC 19 例 ， HC 9 例 施 行 し た （Table 1,

年齢は DC 群は 29 歳から 99 歳（平均年齢 67.6 歳）

であった。

であり，HC 群は 62 歳から 95 歳（平均年齢 71.4 歳）で

Table 2）。

原因疾患として DC 群は脳梗塞 2 例，脳出血 3 例，

くも膜下出血 10 例，外傷 4 例であり，HC 群は脳梗

転 帰 と し て DC 群 は GR 5 例 ， MD 1 例 ， SD 1

あった。
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Table 2 Patients treated with decompressive craniectomy

Age Sex Side
Infarction
Hemorrhage

SAH

79

78

81

83

29

71

71

M

M
F

F

F

F

R
L

L
L

L

R
L

48

F

R

52

M

L

71

F

57

F

57

76

52

Trauma

F

60

83

52

85

99

F

F

F

M
F

F

M

M

Disease

Time
to
DC

ICA occlusion

20:15

MCA occlusion

Subcortical

Thalamus and
putamen
Due to AVM

MCA AN

MCA AN

－

25:40

－

9:00

－

75

PVS

87

PVS

GR

85

2:05

－

132

3:45

－

63

74:40

－

7:10

－

PVS

163

PVS

49

GR

－

44

GR

MCA AN

128:10

＋

87

GR

R

IC-PC AN

208:30

－

12

D

R

MCA AN

8:15

－

67

MD

R
L

L

L

R

R

R

MCA AN

MCA AN

MCA AN

MCA AN

ASDH

ASDH

ASDH

Contusion
(R > L)

2:50

－

3:20

－

13:15

－

52:40

－

4:45

－

15:55

－

2:50

－

3:10

－

276

PVS

77

GR

88

PVS

82

SD

15

38

Additional
craniectomy

Infarction because
of vasospasms and
rejection of
reoperation

PVS

78

79

Comment

PVS

10:30

R

IC-PC and
IC-Ach AN

Additional Hospitalization
Outcome
surgery
days

PVS
D

D

Pneumonia

AVM: arteriovenous malformation, SAH: subarachnoid hemorrhage, IC-PC: internal carotid artery-posterior communicating
artery, IC-Ach: internal carotid artery-anterior choroidal artery, AN: aneurysm, ICA: internal carotid artery, MCA: middle
cerebral artery, ASDH: acute subdural hematoma, GR: good recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability, PVS:
permanent vegetative state, D: death

例，PVS 9 例，D 3 例（頭部以外が原因で死亡 1 例）

左右で比較すると（GR + MD + SD）の右側は DC 群 3

であり，HC 群は GR 0 例，MD 1 例，SD 3 例，PVS

例・HC 群 3 例，左側は DC 群 4 例・HC 群 1 例であ

まれていないため，くも膜下出血を除くと DC 群は

を除くと（GR + MD + SD）の右側は DC 群 1 例・HC

1 例，D 4 例（頭部以外が原因で死亡 2 例）であった。

り，
（PVS + D）の右側は DC 群 7 例・HC 群 2 例，左

今回の症例において HC 群にくも膜下出血症例が含

側は DC 群 5 例・HC 群 3 例であった。くも膜下出血

GR 1 例 ，MD 0 例 ，SD 1 例 ，PVS 5 例 ，D 2 例

群 3 例，左側は DC 群 1 例・HC 群 1 例であり，
（PVS

+ D）の右側は DC 群 3 例・HC 群 2 例，左側は DC 群

（頭部以外が原因で死亡 1 例）であった（Fig.2）
。また，
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Fig.4 Coronal CT shows that the bone flap returns to
the original position over time. (arrow)
(a) First day after hinge craniotomy.
(b) 7th day after hinge craniotomy.
(c) 30th day after hinge craniotomy.
(d) 60th day after hinge craniotomy.

Fig.3 Cranial MRI (a–c) and MRA (d) before hinge
craniotomy.

(a–c) DWI shows high intensity in the area of the right
middle cerebral artery.
(d) MRA shows blockage of right middle cerebral artery.

中大脳動脈の閉塞を認めた（Fig.3）。術後は骨片が外
側に開くことで減圧ができ，ICP は正常範囲内にコ

ントロールすることができた。そして，術後 2 ヵ月

4 例・HC 群 3 例であった。

目には骨片は自然と解剖学的に正常な位置に戻って

死亡退院症例を除いた在院日数について DC 群は

95.8 日（くも膜下出血を除くと 86.1 日）であり，HC

残存したためにリハビリテーション目的にて modiいた（Fig.4）。左手指の巧緻障害，左半側空間無視が

fied Rankin Scale: 2 で転院した。

群は 86.8 日であった。DC 群において外減圧開頭術

から頭蓋形成術までの日数は 33.9 ± 18.8 日であった。
今回の症例において，創部に関する感染症は認め

Ⅴ─────────────── 考

ICP コントロール不良となった症例は DC 群で 2

なかった。

察 ─

外減圧開頭術は重症頭部外傷および重症脳卒中に

例，HC 群で 2 例あった。術直後に HC から DC へ

変更となった症例はなく，HC 群の 1 例は外減圧開

もしくは脳ヘルニアの改善目的で施行される。その

不良にて死亡した。また，再手術を拒否された症例

いた自家骨，もしくはチタンやハイドロキシアパタ

は両群ともに 1 例ずつあった。その他の症例では

イト等で作成した人工骨を用いて頭蓋形成術を行う。

よる脳腫脹が引き起こす頭蓋内圧亢進の改善目的，
後，ICP が正常化した後，冷凍または体内保存して

頭術・内減圧術を追加で施行するも脳圧コントロール

DC 群・HC 群ともに ICP は概ね正常範囲内で管理す

二期的な手術であり，患者の身体的負担，在院日数
の増加につながる 2）。脳卒中治療ガイドラインによ

ることができた。

ると脳梗塞における外減圧開頭術の適応は 18 歳から

60 歳までが推奨されている 18）が，61 歳以上の高齢

Ⅳ─────────────── 症例呈示 ─

者においても外減圧開頭術にて生存率の向上がみら

64 歳，男性。意識障害，左麻痺，失語にて発症し

れた報告もあり 7），今後の減圧開頭術の適応の拡大

た心原性右中大脳動脈領域の脳梗塞に対し発症 35 時

が想像される。重症頭部外傷において外減圧開頭術

動脈領域に high intensity area を認め，MRAにて右

による頭蓋内圧低下の報告 1,15）があるが，転帰につ

間後に HC を施行した。術前の DWI にて右中大脳

いては有意差がある報告 15,20）と有意差がないとする
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報告 1,14）があり，有効性については今後の研究結果

はあるが不可逆的脳虚血変化が起こる前での外減圧

が待たれる。

2007 年以降に一期的減圧開頭術である HC が報告

開頭術は有効と報告している 6）。さらに症例を重ね

された 3,8,9,17）。この方法は骨片を戻す際に前頭側の

選択的局所血栓溶解療法，脳血栓回収用機器による

プレートのみ固定し，その他の頭頂側，後頭側の 2

間以内の脳梗塞に関しては，禁忌事項がなければ rt-

ていく必要があると思われた。今回 rt-PA静注療法や
血管内治療を行った症例はなかったが，発症 4.5 時

PA静注療法が行われ，さらに発症 8 時間以内なら血

か所のプレートは骨片側だけ固定をする。それに

管内治療が施行される。添付文書によると rt-PA静注

よって頭蓋内圧亢進時に骨片が外側に開き，減圧す
ることができ，正常化した際には骨片が通常の位置
に戻り，固定していないプレートによって骨片が落

療法後の抗凝固療法の開始は投与 24 時間後が推奨さ

ち込まないという方法である。したがってこの方法

れているが，手術に関しては，明確な記載がない 19）。
小室らは rt-PA静注療法後 15 時間で外減圧開頭術を

10 m m の 骨 挙 上 は 頭 蓋 内 容 積 を 6 ％ も し く は

は頭蓋形成術の必要がなくなる。

行い，間題はなかったと報告している 10）。これらを

78 cm3 拡大させることができるため 9），HC でも十

ふまえると，rt-PA静注療法後の手術開始時期に関し

分な減圧効果を得ることができると思われる。今回
の症例で，ICP コントロール不良となった症例は 2

ては明確な基準はないが，超早期に行うことは危険

例あり，1 例は再手術への家族の同意が得られず，

きる限り早期に行うべきだと思われる。

江崎らの報告でも，HC で減圧効果が得られない症

SSFS とは広範囲減圧開頭した骨欠損部の皮膚が慢

だと思われる。しかし減圧開頭術が必要な症例はで

もう 1 例は DC へ追加手術を行うも死亡している。

例の多くは DC を行っても死亡している

DC に 伴 う 合 併 症 と し て SSFS が 考 え ら れ る 。

2）ため，HC

性期に陥凹した際に種々の神経症状がみられる症候

の限界というよりは，減圧開頭術の限界であったか

もしれない。しかし，DC にて救命できた症例も存

群であり，山浦らが 1977 年に報告をしている 22）。

在するため，HC と DC の選択，HC から DC への

広範な外減圧開頭術術後は頭蓋骨欠損部が大気圧の

移行の見極めが重要であると思われる。今回移行の

脳は慢性期になると腫脹の改善とともに大気圧に押

直接的影響下にさらされる。術直後は腫脹していた

見極めとして使用した ICP の値が適切であったかは

されて凹む。SSFS はこの大気圧と頭蓋内圧の圧勾
配によって生じるとされており，ICP はかなり低下

更なる症例を重ねて検討すべき点であると思われる。

さらに江崎らは HC は重症の頭蓋内圧亢進例や重症

している。骨欠損部は大気圧による陥凹により脳組
織の変形を生じ，脳循環が障害され神経症状が発現
する。SSFS の神経症状として，頭痛，めまい，耳

の脳ヘルニア例には不十分な点があると述べてい
る 2）。今回は疾患ごとの検討は行っていないが，ど

の症例も脳浮腫をきたす可能性があった。疾患の状

鳴り，疲労感，集中力低下，記銘力低下，うつ状態，

態により脳浮腫の程度が違うことから，疾患の状態

嚥下困難，失行，四肢不全麻痺，痙攣などがあげら

今後更なる症例の蓄積が必要であると思われる。前

作により増悪し，頭蓋形成術により改善がみられる。

頭側のプレートも固定せずに骨片を完全に浮かせた

山浦らは頭蓋形成術の目的として脳保護や美容の面

が HC と DC の選択基準の一つになる可能性があり，

れている。これらの症状は体位の変換や valsalva 操

のみでなく，SSFS の改善をもたらす場合もあると

状態で急性期の脳浮腫を乗り切り，慢性期に骨片を

指摘している 21,22）。さらに頭蓋形成術術後に ICP の

固定する手技はまだ報告もなく，骨片を一部固定す
る HC よりも減圧効果があると思われ，HC で対応

急激な変化による脳浮腫の出現 5,16）や，reperfusion

により出血した報告がある 11）。SSFS の予防として

不可能な症例に対し有用であると考えており，今後

骨片は重要であり，骨片を戻す HC は SSFS の予防

検討すべき手技である。
今回，発症から減圧開頭術にかかった時間と転帰

につながると思われる。

には差がでなかったが，前川らは早期外減圧開頭術

今回はそれぞれの疾患のバラツキ，重症度の相違

報告しており 12），Josan らは小児重症頭部外傷例で

があり，単純に転帰についての比較は困難である。

の施行は脳浮腫による二次的脳損傷を予防できると

しかし，早期にリハビリテーションが開始できる，
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SSFS を予防できるなど，対象症例によっては HC

不能となった際に DC への再手術を家族が拒否し，

る。

性は少なからずあったのではないかと思われる。短

死亡した症例が 1 例あり，DC にて救命できた可能

の優位性を示すことができる可能性があると思われ
また，在院日数に関して両群で有意差は認めな

時間での再手術への受け入れが容認できない症例に

かったのは，自宅退院となった症例がなく，何らか

いて DC への再手術の可能性を含めた当初の家族へ

遭遇し，再手術の可能性が少なからずある HC にお

の障害を有するためにリハビリテーションを含めた
転院調整をしなくてはならなかったからだと思われ

の説明の重要性を痛感した。骨片による血流障害が
原因の皮膚壊死や固定していないプレートでの皮膚
損傷は再手術の要因となる可能性がある。また，HC

る。医療ソーシャルワーカーの技量と受け入れ先の
病院の状況によるものが大きいと思われる。江崎ら
の報告では追加手術の必要がないため，有意差はな

では側頭筋の縫合のみであり，側頭筋筋膜は縫合し

2）
。

今回 HC から DC への追加手術となった症例は 1

いものの在院日数の短縮ができたと述べている

ていないため，術後に側頭筋の萎縮を認めることが

例のみであった。HC による十分な減圧効果により

ではくも膜下出血への HC の施行がなく，江崎らは

あり，美容面の問題も少なからずある。今回の症例

DC 後の頭蓋形成術の必要がなくなり，手術回数は

2 症例報告しており，1 例は術後 DC へ追加手術が施

行されている 2）。くも膜下出血において特に sylvian

減少する。これは医療費の削減に加え，患者本人の

fissure 内の血腫が術後に広範な脳浮腫を呈する際に

負担も軽減できるであろう。また，Schmidt らの報

HC で対応できるかどうか，また血管攣縮による脳

告では全身状態が安定した後に固定していないプ
レートを固定している

梗塞で健側に HC が追加されて両側 HC となった際

17）が，当院では行っていない

ため骨固定のスクリューの使用本数が削減できる。

の頭位変換の管理の仕方などは今後症例を重ねて検

骨片を再度固定しないことでの骨片の変位等による

討していくべき課題である。

不具合は今まで経験しておらず，そのような報告も
認めていない。前述の在院日数の減少が期待できる

Ⅵ─────────────── おわりに ─

ことを考えると，さらに医療費は削減できると思わ

重症頭部外傷および重症脳卒中患者の頭蓋内圧亢

HC において骨片が皮膚を圧追することで頭皮の

進に対し一期的減圧開頭術である HC を施行し，従

れる。

来の外減圧開頭術と比較した。HC は一定の減圧効

血流不全が生じ，皮膚壊死を起こした報告 17）や固定

果が期待でき，DC と比較して SSFS の予防・医療費

るが，当院においては HC による感染は経験してい

していないプレートで皮膚損傷を生じる可能性があ

削減・追加手術の回避・感染の回避・在院日数の軽減に

ない。これは骨片でない周辺骨と皮下組織を十分に

つながると考えられた。今回の症例だけでは一概に

剥離し，皮膚と周辺骨の可動性を多くもたせている

結論付けることができないこともあり，更なる症例

ことが要因ではないかと考えている。頭蓋形成術に

の蓄積が必要であると思われる。

伴う感染率は 11～34％との報告があり

4,13）
，頭蓋形

成術術後の再手術率については 26％との報告があ

Hinge craniotomy を当院で施行するにあたり，御教授い
謝

る 4）。頭蓋形成術は同じ皮切を再開創すること，冷
凍または体内保存していた自家骨，もしくはチタン

辞

ただきました，順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外

やハイドロキシアパタイト等で作成した人工骨を用

科の山本拓史先生，愛媛県立中央病院脳神経外科の市川
晴久先生に深く感謝いたします。

いることは感染の危険性が危惧される。感染による
管理，再手術は在院日数の延長につながり，患者の

本研究は全国共済農業協同組合連合会より研究助成を受
けました。

身体的負担も増加するため，追加手術の必要ない

HC は感染の可能性が少ないと考えられ有用である

本論文の要旨は第 37 回日本脳神経外傷学会（2014 年，東
京）で発表した。

今回の問題点として HC にて ICP がコントロール

と思われる。
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Clinical characteristics of complicated hematoma
type and simple hematoma type
in acute subdural hematoma
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Acute subdural hematoma (ASDH) is classified into simple
hematoma type (S-type) and complicated hematoma type
(C-type), based upon the presence or absence of brain
tissue injury. This study retrospectively examined the
clinical characteristics of 72 consecutive patients with ASDH
admitted to our institution from January 2008 to October
2014.
Patients were classified into C-type (n=43; 59.7%) or S-type
(n=29; 40.3%) groups on the initial CT findings. C-type cases
were predominantly caused by traffic accidents (46.5%),
whereas S-type cases were caused by falls (75.9%). The
percentage of patients with Glasgow Coma Scale (GCS) score
of 8 or less was higher among the C-type group than that
among the S-type group (54.6% vs. 24.1% ; p=0.016). The Ctype group also had significantly shorter mean time from
injury to surgery (p=0.012) and more frequent performance
of targeted temperature management (p=0.021). The percentage of patients with a favorable outcome on discharge was
lower for the C-type group (27.9%) than for the S-type
group (48.3%) (p=0.087). These findings demonstrate that
trauma severity and urgency are higher for C-type than for
S-type.
Despite these differences, patients with C-type and S-type
with GCS score of 8 or less showed similar rates of favorable
neurological outcome (13.0% vs. 14.3%, respectively). We
noted that 4 ⁄ 7 (57%) patients an S-type with GCS score of 8
or less were transferred to our institution after neurological
deterioration and subsequently had a poor outcome. It is
important to transmit patient’s information to local health
facilities and nursing home, and to educate senior family.
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お，論文中の各数値は Median（interquartile range;

IQR）で表示した。

Ⅰ─────────────── はじめに ─

急性硬膜下血腫（acute subdural hematoma; ASDH）

は，画像上脳挫傷やくも膜下出血などを合併するこ

Ⅲ─────────────── 結

そのうち C-type が 43 例（ 59.7％），S-type が 29 例

より，病態は複雑化し治療効果も異なる可能性があ
る。重症頭部外傷治療・管理のガイドライン第 3 版に

おいても合併脳損傷を伴った complicated hematoma

（ 40.3％）であった。2 群の臨床的特徴を表に示す

type とそれらを伴わない simple hematoma type は対

応や予後は異なっていると述べられている
れらをはじめて比較検討した報告

4,12）から

果 ─

検討期間中に対象となった ASDH は 72 例であり，

とが比較的多く，これらの合併損傷が加わることに

（Table 1）。年齢は中央値で C-type が 73 歳，S-type
が 77 歳であり有意差はみられなかった。男女比は

9）が，こ

C-type が男性 67.4％と男性が多く，S-type は女性が

30 年以上

51.7％と女性が多い傾向がみられた。受傷機転は C-

経過しており，人口構成も大きく変化した今，あら

type では高エネルギー外傷を呈することが多い交通

ためて complicated hematoma type（以下 C-type）と

simple hematoma type（以下 S-type）の臨床的特徴を

事故が 46.5％に対し，S-type では 17.2％と少なく，

る。

3.5％と有意に C-type で多かった。また，GCS 8 以

転倒・転落のような軽微な外傷が S-type では 75.9％

比較し，治療における問題点を考察したので報告す

も占めていた。これに伴い，多発外傷は 22.7％ vs.
下の重症例は C-type が 54.6％と半数以上を占めてお

り，C-type では明らかに重症例が多くを占めてい

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

た。他院からの搬送は 25.6％ v.s. 55.2％と有意に S-

2008 年 1 月から 2014 年 10 月の間に当施設に入院

type が多かった。頭部外傷の転帰予測因子，脳組織

した頭部外傷のうち，入院時頭部 CT にて ASDH を

の損傷の程度を表す 5）と考えられている血中 D-D値

呈したものを対象とした。ただし，来院時心肺停止

症例と大脳鎌に限局した軽微な ASDH は除外した。

は 70.8（29.5〜169.7）µg/ml v.s. 7.3（2.3〜17.5）µg/ml

と C-type が明らかに高値を示した。一方，PT-INR

値は 2 群間で差を認めなかった。入院時頭部 CT に

さらに，基底核や脳室内の出血が主病変のものは狭

義のびまん性軸索損傷の要素が強いため除外した。

ASDH を脳挫傷やくも膜下出血の合併損傷を伴う C-

おける正中偏移は 5（2〜9）mm v.s. 4（0〜11.5）mm と

type と 合 併 損 傷 を 伴 わ な い S-type の 2 群 に 分 け ，

有 意 差 は 認 め な か っ た 。脳 外 科 手 術 は C-type で

67.4％，S-type で 44.8％と C-type で多く行われてい

診療録をもとに後方視的に年齢，受傷機転，画像所
見，血液凝固系検査，治療，転帰など臨床的特徴を

比較・検討した。今回，C-type か S-type かの分類は

たが，有意差は認められなかった。受傷から手術ま

入院時の CT を用いて行ったが，これは実際の臨床

に即した形での 2 群間の臨床的特徴をとらえるため

12（3.6〜210）時間に比べ有意に短かった。脳外科手

で 65.5％， S-type で 15.4％と 有 意 に C-type で 多 く

での時間は，C-type で 4（2.9〜6.1）時間と S-type の

術を行った症例のうち外減圧を行ったものは C-type

である。また，ASDH 近傍に SAH を認める症例は

C-type に分類した。転帰は退院時の転帰を用いて

外減圧を行っていた。体温管理療法，ICP モニタリ

Glasgow Outcome Scale で 判 定 し ， good recovery

ングは C-type で明らかに多く行われていた。入院中

（GR）と moderate disability（MD）を転帰良好，severe

死 亡 率 は C-type で 25.6％， S-type で 10.3％，退 院

disability（SD），vegetative state（VS），dead（D）を転

時 転 帰 良 好 例 は C-type で 27.9％， S-type で 48.3％
と治療成績は C-type が不良な傾向を示したが，C-

帰不良とした。

type には重症例が多く含まれており，予想されてい

統計学的解析は SAS 社（Cary, NC, USA）の JMP9

Japanese Edition を用い，連続変数は Wilcoxon の順
位和検定，カテゴリー変数は Fisher の正確検定を

た結果といえる。

手術を含めた神経集中治療の実態を比較するため

行った。p<0.05 を統計学的有意差ありとした。な

GCS 8 以下の重症例 30 例での検討を行った（Table
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Table 1 Comparison of demographics, baseline characteristics, treatment, and outcome between C-type and S-type

C-type (n=43)

S-type (n=29)

p value

Age (yr)

73 (51–80)

77 (66–82)

0.459

Male (%)

29 (67.4)

14 (48.3)

0.142

24 (54.6%)

7 (24.1%)

0.016

Traffic accidents (%)

20 (46.5%)

5 (17.2%)

Falls (%)

19 (44.2%)

22 (75.9%)

4 (9.3%)

2 (6.9%)

Multiple injury (%)

10 (22.7%)

1 (3.5%)

0.041

Interhospital transfer (%)

11 (25.6%)

16 (55.2%)

0.014

70.8 (29.5–169.7)

7.3 (2.3–17.5)

＜0.001

1.08 (1–1.18)

1.09 (0.99–1.21)

0.884

5 (2–9)

4 (0–11.5)

0.547

29 (67.4%)

13 (44.8%)

0.087

19 (65.5%)

2 (15.4%)

0.014

Duration from injury to surgery (hrs)

4 (2.9–6.1)

12 (3.6–210)

0.012

Targeted temparature management (%)

11 (25.6%)

1 (3.5%)

0.021

ICP monitoring (%)

28 (65.1%)

7 (24.1%)

＜0.001

In-hospital mortality (%)

11 (25.6%)

3 (10.3%)

0.137

Favorable outcome (%)

12 (27.9%)

14 (48.3%)

0.087

3 ⁄ 23 (13.0%)

1 ⁄ 7 (14.3%)

1

GCS ≦ 8 (%)
Case of injury

Other (%)

D-D (µg/ml)
PT-INR
Midline shift (mm)
Neurosurgical operation (%)
Decompressive craniectomy (%)

Favorable outcome with GCS ≦ 8 (%) (n=30)

2）。S-type の年齢は 81（63〜84）歳と高齢者の比率が

0.024

増えていた。2 群間で明らかに男女比は異なり，C-

多く行われていた。受傷から手術までに要した時間

外傷であり，多発外傷はいなかった。また，統計学

以上を要した症例が含まれていた。体温管理療法は

からの搬送であり，C-type の 20％と比較し，多くを

て お り ， ICP モ ニ タ リ ン グ は C-type が 73.9％， S-

は S-type が 3.8（3.2〜39）時間，C-type が 3（1.8〜4.9）

type では男性，S-type では女性が有意に多かった。

時間と中央値で比較すると 2 群間であまり変わらな

受傷機転は S-type のほとんどが転倒・転落の軽微な

かったが，S-type の中には，何らかの理由で長時間

的有意差は認めていないが S-type の 60％近くが他院

C-type が 39.1％と S-type（ 14.3％）よりも多く行われ

type が 100％といずれも施行率は高かった。入院中

占めていた。血中 D-D値は 76.3（41.2〜226.2）µg/ml

v.s. 4.5（2.4〜25.9）µg/ml と C-type が有意に高値を示

死 亡 率 は C-type で 43.5％， S-type で 28.6％，退 院

したが，PT-INR 値は 1.08（0.99〜1.23）v.s. 1.25（1.1

時 転 帰 良 好 例 比 率 は C-type で 13.0％， S-type で

〜2.5）と S-type が高い傾向にあった。入院時頭部 CT

14.3％と 2 群間での治療後の転帰は変わらなかった。

における正中偏移は 8（5〜18）mm v.s. 18（13〜24）mm
と有意に S-type が正中偏移は高度であった。脳外科

手術は C-type は 23 例中 17 例（ 73.9％）に行われ，S-

Ⅳ─────────────── 考

type では 7 例全例に行われていた。これらのうちで

察 ─

外傷性 ASDH の原因病変（出血源）は，挫傷性血腫

外 減 圧 が 施 行 さ れ た の は C-type が 17 例 中 10 例

（ 58.8％），S-type が 7 例中 2 例（ 28.6％）と C-type で

や外傷性脳内血腫がくも膜を破り硬膜下血腫に至る

もの，架橋静脈の破綻により生ずるもの，脳表の動
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Table 2 Comparison of demographics, baseline characteristics, treatment, and outcome between C-type and S-type
with severe cases

C-type (n=23)

S-type (n=7)

p value

Age (yr)

73 (51–80)

81 (63–84)

0.229

Male (%)

18 (78.3%)

2 (28.6%)

0.026

6 (5–6)

6 (4–7)

0.626

Traffic accidents (%)

10 (43.5%)

1 (14.3%)

Falls (%)

10 (43.5%)

6 (85.7%)

Other (%)

3 (13.0%)

0 (0%)

Multiple injury (%)

6 (26.1%)

0 (0%)

0.290

Interhospital transfer (%)

5 (21.7%)

4 (57.1%)

0.153

D-D (µg/ml)

76.3 (41.2–226.2)

4.5 (2.4–25.9)

0.002

PT-INR

1.08 (0.99–1.23)

1.25 (1.1–2.5)

0.059

8 (5-18)

18 (13–24)

0.027

17 (73.9%)

7 (100%)

0.290

10 (58.8%)

2 (28.6%)

0.371

3 (1.8–4.9)

3.8 (3.2–39)

0.150

9 (39.1%)

1 (14.3%)

0.372

ICP monitoring (%)

17 (73.9%)

7 (100%)

0.290

In-hospital mortality (%)

10 (43.5%)

2 (28.6%)

0.669

Favorable outcome (%)

3 (13.0%)

1 (14.3%)

1

GCS (median)
Case of injury

Midline shift (mm)
Neurosurgical operation (%)
Decompressive craniectomy (%)
Duration from injury to surgery (hrs)
Targeted temparature management (%)

無を判断し，2 群に分類した。また，Chieregato ら 2）

静脈の損傷により生ずるもの，が考えられる 3）。主

は外傷性 SAH の CT 上の増悪因子に脳挫傷の存在を

に挫傷性血腫や外傷性脳内血腫を有するものは

complicated hematoma type，架橋静脈の破綻が原因

報 告 ， Chang ら

の ASDH は simple hematoma type を 呈 し ，脳 表 の

SAH と

連性は強いと考えられたため，SAH 合併例を compli-

hematoma type， simple hematoma type い ず れ も 呈

cated hematoma type に加えて検討した。その結果

complicated hematoma type が報告例よりもやや多く

すると考えられる。剖検例では 2／3 が脳挫傷に伴う

約 60％を占めたが，一般的に ASDH の約半数程度が

もので，1／3 が架橋静脈の破綻によるものであった

ASDH の

何らかの脳実質の合併損傷を有しているのではない

うち，脳挫傷や SAH を伴った complicated hematoma
と報告されている

1） は 脳 挫 傷 の 増 大 因 子 に

ASDH の存在を示しており外傷性 SAH と脳挫傷の関

動 静 脈 の 損 傷 が 原 因 の ASDH は complicated

8）
。今回の自験例では全

0.018

type は約 60％，合併損傷を伴わない simple hematoma

かと考えられた。

合併例が約 45％に認められている

に多かった。これより，complicated hematoma type

Complicated hematoma type の特徴は，男性が多

type が約 40％であった。臨床での報告例では脳挫傷

く，受傷機転は交通事故が多かった。それに伴い多

断した。MRI にて詳細な評価を行うと微小な脳挫傷

は強いエネルギーが頭部に加わった結果生じたもの

発外傷の比率が simple hematoma type と比較し有意

13）
。今回我々は

ASDH 以外の合併損傷の有無を入院時 CT 所見で判

が後で見つかることもあるが，実際の臨床では ASDH

の治療は緊急性が高く，CT で治療方針を決定するこ

る 。血 中 D-D値 は complicated hematoma type で 有

が多く，脳実質損傷の程度も高度であると推測され

とが多いと考えられたため，CT 所見で合併損傷の有

意に高く，この推測を裏付けるものである。また
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Table 3 Characteristics, treatment, and outcome of patients with GCS 8 or less in the S-type

Duration
from
Midline
Age
Interhospital
Anticoaglants/
shift injury to
Sex GCS
(yr)
transfer
antiplatelets
(mm) surgery
（hrs)

Surgical
technique

Ischemic
lesions
of
Outcome
post
surgery

Note

84

F

4

Y

25

120

N

HITT +
craniotomy

Y

V.S.

Deterioration
at home after
falling

84

F

6

N

24

?

Y

HITT

not
available

D.

Deterioration
at home after
falling

86

F

6

Y

24

4

N

Craniectomy

Y

V.S.

Deterioration
at home after
falling

81

M

3

Y

17

12

Y

HITT

not
available

D.

Deterioration
at home after
falling

63

F

7

Y

8

3.5

N

Craniotomy

N

S.D.

Alzheimer's
disease,
falling several
times in the
nursing facility

80

F

7

N

13

3.3

Y

Craniotomy

N

S.D.

Past history
of SAH

18

M

8

N

18

2.8

N

Craniectomy

N

M.D.

Hypothermia
therapy

complicated hematoma type は重症例が多ことより，

グ，体温管理もあまり行われていなかった。Simple

hematoma type の重症例と非重症例の血中 D-D値を

すでに受傷現場で高度意識障害を呈し 3 次病院へ直

比較すると，4.5（2.4〜25.9）µg/ml v.s. 7.3（2.1〜15.8）

接搬送されることが多く，他院からの搬送率は低く

なったと考えられる。同様に complicated hematoma

µg/ml と 2 群間で差はなく，simple hematoma type

type は重症例が多いため，脳外科手術や ICP モニタ

重症例の病態は，mass effect などの二次性脳損傷の
結果であることが示唆された。

Complicated hematoma type と simple hematoma

リング，体温管理療法が多く行われ，受傷から手術

type では，重症度，緊急度が異なるため，それが治

のように，complicated hematoma type の多くの特徴

までの平均時間も有意に短かったと考えられる。こ
は，primary brain damage に伴う頭部外傷の重症度，

療成績に反映され，入院中死亡率，退院時転帰良好
例の比率ともに simple hematoma type のほうが良い

緊急度が大きく関係するものであると判断できる。

一方，simple hematoma type の特徴は，女性に多

転帰を示した。しかし，退院時転帰の比較を来院時
重症例（GCS≦8）のみで行った場合，退院時転帰良好

例 が complicated hematoma type 13％と simple

くみられ，転倒・転落など軽微な外傷が多く，高度意
識障害を呈する比率は 24％と少なかった。このた

hematoma type 14％で，2 群とも同様であった。こ

れらのうち simple hematoma type の唯一の転帰良好

め，近くの医療施設を受診し，その後に高次医療施
設へ搬送される機会が多くなったのではないかと考

例は若年例であり，転帰不良例は全例 63 歳以上の高

齢者であった。小沼ら 7）は，GCS 8 以下の急性硬膜

えられた。当施設では半数以上が他院からの搬送で
減圧を行ったものは 15％と少なく，ICP モニタリン

あった。脳外科手術，特に脳外科手術施行例中で外

下血腫手術例の検討を行い，61 歳以上の高齢者では
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転帰不良であったと述べており，自験例でも同様の

対し，タイミングを逸することなく手術を行うこと

結果であった。また，注目すべきは受傷から手術ま

ができれば治療成績改善へつながるのではないかと

での時間であり，統計学的には有意差は得られな

考えられた。

かったが，両群とも中央値は 3 時間台にもかかわら

ず平均時間は 3.6 ± 1.9 vs. 24.3 ± 47.0 時間と大幅に

simple hematoma type のほうが時間を要している。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

の理由で大幅に時間を要した症例が存在しているこ

type と simple hematoma type は明らかに異なった特

これは simple hematoma type の 7 例のなかで何らか

ASDHの過半数に脳実質損傷を伴う complicated

hematoma type が占めていた。Complicated hematoma

とを意味している。この 7 例の詳細を Table 3 に示

徴を有しており，complicated hematoma type のほう

す。7 例中 4 例（ 57％）が一定時間を経過し，悪化し

た後に当施設へ搬送されていた。4 例全例が 80 歳以

上の高齢者であり，当施設入院時 CT での正中偏移

高かった。Simple hematoma type で重症例のなかに

例に行っているが，いずれの症例も退院時転帰は不

に当施設に搬送されている症例があり，全例が高齢

しているがいずれも術後の CT で虚血病変が加わっ

者であった。適切なタイミングで適切な医療機関を

が受傷機転を含めた重症度および緊急度が明らかに

は高度であった。HITT を含めた脳外科手術を 4 例全

は，受傷後一定時間経過し，意識障害が進行した後

良であった。このうち 2 例は vegetative state で生存

受診できるよう地域医療・介護施設に対する情報の

ており，脳ヘルニア状態，つまり ICP 亢進状態が長

フィードバック，高齢者のいる家族に対する啓蒙が
重要であると考えられた。

れた。さらに，これらの症例は talk and deteriorate
く続いた結果が転帰に大きく影響を与えたと考えら

症例であり，それが自宅で起こったものと考えられ

た。Talk and deteriorate は，若年者と比較し高齢者

文
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Developmental mechanisms of chronic subdural
hematoma associated with arachnoid cyst

くも膜のう胞に起因する

慢性硬膜下血腫の発生機序：
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Objective : Although several hypotheses regarding the
developmental mechanism of arachnoid cyst (AC)-associated
chronic subdural hematoma (CSDH) have been proposed,
the mechanism has not yet been clarified. We applied
burr-hole evacuation to AC-associated CSDH and investigated its developmental mechanism based on the presence
or absence of postoperative size reduction of AC.
Subjects and Methods : The subjects were 6 patients with
AC-associated CSDH treated at Toho University Omori
Medical Center between January 2003 and December 2013
who were followed for 6 months or longer after discharge.
Clinical, pre- and postoperative computed tomography
(CT), and magnetic resonance imaging (MRI) findings were
evaluated.
Results : Hemorrhage was noted in AC in 4 patients. The
AC size decreased within one day after surgery on CT, and
AC did not expand for 10 months and thereafter in all 4
patients. In contrast, in the remaining 2 patients without
hemorrhage, the AC size did not change after surgery.
Conclusion : It was assumed that AC wall breakage was
involved in the cases accompanied by hemorrhage in AC.
In contrast, AC remained for a prolonged period after
surgery for CSDH in the cases without hemorrhage in AC,
suggesting that CSDH was caused by damage of vulnerable
blood vessels on the AC surface or intracranial imbalance
due to the cyst.

とつとなる 13,20）。これまでに AC に CSDH が合併す

る機序としては，AC 壁の破綻により硬膜下水腫を

Ⅰ─────────────── はじめに ─
くも膜のう胞（arachnoid cyst : AC）は先天性疾患

経て CSDH へ移行する 7,11,16,19），AC 表面の脆弱な血

管が損傷して CSDH が形成される 6,8,16,19），のう胞に

れているものをいう 12）。AC のほとんどは無症候で
であり，くも膜からなる被膜によって髄液が内包さ

よる頭蓋内の不均衡が原因する 19），の 3 通りが提唱

あるが，若年者の AC は慢性硬膜下血腫（chronic

subdural hematoma: CSDH）を引き起こす原因のひ

われわれは，AC に合併した CSDHに対して穿頭血

されているが，未だその詳細は明らかでない。今回
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–
21

–
15

+
11

–
–
high
low
low

low

low

high

–

–

1

+
+
none
none
high

–
10
1

+
+
high
iso
high

Lt
burr hole

headache

headache

disturbance of
consciousness

13 ⁄ M

47 ⁄ M

5

6

M : male, F : female, Lt: left, Rt : right

–

Lt
burr hole

Bi-lateral

Rt-frontal
convexity
Rt-frontal
convexity
Lt-middle
cranial fossa
Lt-middle
cranial fossa
Rt

–
24

14
1

1

+
+
high
high
high
Lt-frontal
convexity

T2
T1

71 ⁄ F

当院を受診した。初診時の CT では右前頭部の AC

を打撲した。数日前から左側頭部痛が増悪したため

4

た。受診の約 1 ヵ月前にベッドから転落し左側頭部

headache

42 歳，女性。以前から他院で AC を指摘されてい

42 ⁄ F

〔 症例 3〕

3

例 ─

headache

Ⅳ─────────────── 症

38 ⁄ M

した。

2

Head
injury

経学的な異常所見を伴わず，保存的加療で自然消失

–

度穿頭ドレナージ術を施行，他の 1 例（症例 4）は神

burr hole

そのうち 1 例（症例 1）は強い頭痛が出現したため再

+

Operation

に CT 上 CSDH の再発を認めた（症例 1，症例 4）。

burr hole

に変化はなかった。6 例中 2 例は，外来経過観察中

+

Location
of CSDH

に出血を示さなかった 2 例では術後も AC の大きさ

high

後も AC は拡大しなかった。これに対して，AC 内

diplopia

において術後 1 日で CT 上 AC が縮小し，10 ヵ月以

17 ⁄ M

Table 1 のごとくである。AC 内に出血を認めた 4 例

1

対 象 と し た 。 AC に 合 併 し た CSDH 6 例 の 内 訳 は

Lt-middle
cranial fossa

（ 1.2％）で，通院を自己中断した 1 例を除き，6 例を

Initial symptom

であった。このうち AC を合併していた症例は 7 例

Age ⁄
Sex

例，女性 215 例，年齢 0 歳から 105 歳，平均 72.7 歳

Case

対 象 期 間 内 の CSDH は 連 続 604 例 で ，男 性 389

Location

AC

果 ─

Table 1 Summary of cases

Ⅲ─────────────── 結

Preoperative
CT

行した（承認番号 26-98）
。

なお，本研究は当院の倫理委員会による審査を経て施

Preoperative
MRI

Intracystic
hematoma

の有無，術後 CT または MRI 所見について評価した。

Lt

（MRI）上での CSDHの部位，AC の部位，AC 内出血

craniotomy
with cyst
fenestration

tomography（CT）および magnetic resonance imaging

–

Reduction
of AC

初発症状，頭部外傷の有無，手術方法，術前 computed

+

査を含めて経過観察し得た症例とした。年齢，性別，

+

合併した CSDHで退院後 6 ヵ月以上にわたり画像検

none

Period of
AC
reduction
(Day)

センター大森病院で治療した CSDH のうち，AC に

Lt

2003 年 1 月から 2013 年 12 月までに東邦大学医療

burr hole

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

none

Follow-up
period
(Months)

る。

+

Recurrence
of CSDH

から CSDHの発生機序について検討したので報告す

–

腫除去術または開窓術を施行し，それらの術後経過

Fig.1 Pre-operative neuroradiological findings.

Fig.2 MRI at 7 months after surgery.

A: CT, B : T1 weighted image, C: T2 weighted image

A : T1 weighted image, B: T2 weighted image

Fig.3 Pre-operative neuroradiological findings.

Fig.4 MRI at 14 months after surgery.

A: CT, B : T1 weighted image, C: T2 weighted image

内に出血をきたしており，それに接して CSDH を認

A : T1 weighted image, B: T2 weighted image

後経過は良好であった。術後 14 ヵ月の MRI におい

めた（Fig.1-A）
。MRI 上，AC は T1 強調像で等信号，

ても AC は残存しており，AC の大きさに変化はな

T2 強調像では高信号と等信号が混在し，鏡面像を示

した（Fig.1-B, C）
。CSDHに対して穿頭ドレナージ術

かった（Fig.4）。

を施行した。右前頭部の AC から離れた場所に burr

hole を穿った。血腫被膜を確認し，切開を加えたと

Ⅴ─────────────── 考

ころ赤褐色の血腫が勢いよく噴出した。術翌日の CT

察 ─

一般的に CSDH は軽傷頭部外傷を契機に高齢者に

で AC は明らかに縮小し，術後 7 ヵ月の MRI におい

発症しやすい疾患であるが，若年者においても AC

ても AC は縮小したままであった（Fig.2）
。

を有する場合に生じやすい 13,20）。CSDH のうち AC

を合併する頻度は 2.4％であり 18），また，AC からみ

ると約 20％に CSDH を発症すると報告されている 6）。

〔 症例 6〕

AC は中頭蓋窩に最も多く約半数を占め 10），CSDH

47 歳，男性。会社で勤務中に会話の内容がおかし

の併発も中頭蓋窩の AC で多いとされる 16,19）。その

の意識レベルは Japan Coma Scale（JCS）Ⅰ-3，右側上

理由として Mori ら 9）は，中頭蓋窩の AC では，脳

いことを同僚に指摘され当院受診となった。初診時

肢下肢麻痺 [Manual Muscle Test（MMT）4] をきたし
ていた。CT 上，左 CSDHとともに，左中頭蓋窩に

や硬膜など周囲組織に支持されていない静脈が豊富

は高信号を示しており（Fig.3-C）
，AC 内に出血は認

併は稀との指摘もあるが 15），本研究では 6 例中 3 例

勢いよく噴出した。Burr hole からは AC 壁を確認す

つの仮説があり，第一に，AC 壁の破綻により硬膜

AC が 存 在 し た 。 AC は CT で 低 吸 収 （Fig.3-A），

述べている。一方で，円蓋部の AC には CSDH の合

にあり，これが損傷することで血腫が形成されると

MRI の T1 強調像で低信号（Fig.3-B），T2 強調像で

が円蓋部の AC であった。CSDH の発症に AC の部

めなかった。AC 壁を破綻させないように左頭頂部

位が関与するかは現時点で明らかではない。

に burr hole を穿った。血腫被膜を切開すると血腫が

AC に合併する CSDH の発生機序としては主に 3

下 水 腫 を 経 て CSDH へ 移 行 す る 7,11,16,19），第 二 に ，

ることはできなかった。神経脱落症状は消失し，術
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Table 2 Literatures of AC associated with CSDH

AC
Author (Year)

Age ⁄ Sex

intracystic hemorrhage

reduction of AC

follow-up period

+

+

10m

unknown

+

–

13 ⁄ M

unknown

+

+

3m

14 ⁄ M

–

–

–

1y

11 ⁄ M

+

unknown

+

1y

平元 (2000) 2)

15 ⁄ M

+

unknown

+

1y

Mori K (2002) 9)

33 ⁄ F

–

unknown

–

17 ⁄ M

unknown

+

–

9⁄F

unknown

+

–

39 ⁄ F

unknown

+

–

12 ⁄ M

unknown

–

–

41 ⁄ M

unknown

–

–

5⁄M

unknown

+

+

71 ⁄ F

unknown

+

+

43 ⁄ F

–

unknown

–

14 ⁄ M

unknown

+

+

39 ⁄ M

–

unknown

–

29 ⁄ M

+

unknown

+

5w

33 ⁄ M

+

+

+

5m

19 ⁄ M

+

+

+

2y

12 ⁄ M

–

–

–

6m

17 ⁄ M

–

unknown

–

3m

Oka Y (1994) 14)

Kawanishi A (1999) 4)

高橋 (2006) 19)

Paik HK (2010)

17)

Kertmen H (2012)

5)

Hou K (2014) 3)

CT

MRI

17 ⁄ M

unknown

24 ⁄ M

M: male, F: female, w : week, m : months, y : year(s)

AC 表面の脆弱な血管が損傷して CSDH が形成され

る

6,8,16,19）
，第三に，AC

因する

19）
，が挙げられる。本研究において，AC

頭蓋内の不均衡が原因していると考えられた。すな
わち，本研究結果は AC 内に出血を伴う例と伴わな

い例では CSDH の発生機序が異なることを示唆する

による頭蓋内の不均衡が原

内

に出血を伴い，穿頭ドレナージ術のみを施行した 3

例全例で AC の縮小を認めた。これらの例では，AC

CSDH を伴う AC に対する治療方法は確立されて

ものであろう。

壁が破綻し，CSDH の腔と交通していたと考えるの

おらず，CSDH のみの治療を行うとする報告や 1,19,20），

が妥当であり，CSDH の発生に AC 壁の破綻が関与

CSDH の治療を行い，その後問題があれば AC の治

AC は残存し，その大きさに変化はなかった。これ

る意見もある 4）。本検討において，AC 内に出血を

したものと推測された。これに対して AC 内に出血

療を考慮する 9,14），AC の残存による CSDH の再発

がなかった 2 例では，CSDH 術後の長期にわたって

の危険性を考慮して積極的に AC の治療を行うとす

ら 2 例における CSDH の発生は，AC 壁の破綻では

きたした例では CSDH に対する穿頭ドレナージ術の

なく，AC 表面の脆弱な血管の損傷やのう胞による

みで AC が縮小したことから，AC に対する開窓術
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AC 内の出血の有無と術後経過が明記されたこれ

7） 楠野幸次, 吉田康成, 高橋愛一郎, ほか：クモ膜嚢腫破裂

したのは 10 例（ 71.4％）と高率であった。したがって

8） LaCour F, Trevor R, Carey M: Arachnoid cyst and associated
subdural hematoma. Observations on conventional roentgenographic and computerized tomographic diagnosis. Arch
Neurol 35: 84-89, 1978.

とで AC の縮小を待つべきであろう。一方，AC 内

術後に AC が縮小した症例は認めなかった。そのた

9） Mori K, Yamamoto T, Horinaka N, et al: Arachnoid cyst is a
risk factor for chronic subdural hematoma in juveniles: twelve
cases of chronic subdural hematoma associated with arachnoid
cyst. J Neurotrauma 19: 1017-1027, 2002.

め，CSDH の治療後も AC の残存による CSDH の再

10） 本山 靖, 鍋島祥男, 山添直博, ほか：症候性クモ膜嚢胞の
外科治療. 脳神経外科 29: 217-226, 2001.

発の危険性を考慮し，長期に経過観察をする必要が

11） 鍋島祥男, 牧田康正, 元持雅男, 他：慢性硬膜下血腫を合
併したくも膜嚢胞の 3 例. 脳神経 34: 173-178, 1982.

と同等の効果が期待できると考えられた。

によって生じた慢性硬膜下水腫例 慢性硬膜下血腫成立
への一形態として. Neurol Med Chir (Tokyo) 24：349-354,

までの報告をみても（Table 2）
，術前 CT や MRI で

AC 内に出血がみられた 14 例中，術後に AC が縮小

1984.

AC 内に出血を認める CSDH の治療方針としては，

まず穿頭ドレナージ術のみを行い，経過観察するこ
に出血がない例では過去の報告においても，CSDH

12） Naidich TP, McLone DG, Radkowski MA: Intracranial
arachnoid cysts. Pediatr Neurosci 12: 112-122, 1985.

あると考えられた。
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13） 並木淳, 塩原隆造, 浅田英穂, ほか：慢性硬膜下血腫にお
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CSDH の発生機序は AC 内に出血を伴う例と伴わな

15） Okura A, Noguchi S, Yuge T, et al: A case of convexity
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い例では異なるものと考えられた。
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外傷性脳損傷患者に対する

リハビリテーションと臨床的帰結
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Prediction of prognosis of patients with traumatic brain
injury (TBI) is very important for rehabilitation of the
patients. However, the prediction of prognosis of TBI is
more difficult than that of other diseases such as cerebrovascular diseases, because the severity of brain damage of
patients with TBI is unclear. We retrospectively investigated
efficacy of rehabilitation and clinical outcome of a series of
94 patients with traumatic brain injury (TBI) admitted to our
rehabilitation hospital. In-hospital rehabilitation improved
both motor and cognitive function of patients with TBI.
Motor and cognitive Functional Impairment Measure (FIM)
was significantly improved after rehabilitation. In most of
the patients, the cause that impaired their activities of daily
living was decline of cognitive and neuropsychological
function. The good outcome group (Extended Glasgow
Outcome Scale was 7 and 8, n=44) is significantly younger
and shows high score in Functional Independent Measure
and neuropsychological batteries at admission than those
of the poor outcome group (Extended Glasgow Outcome
Scale was 1–6, n=50). Functional outcome of the patients
with TBI depended on the severity of admission in the rehabilitation hospital. But FIM efficacy showed no difference
between the good and the poor outcome groups, an appropriate rehabilitation is effective even in severely damaged
patients. The age of patients and score of Mini Mental State
Examination at admission were significantly related to clinical
outcome of patients with TBI in a multivariate analysis.
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管障害と比べて，TBI 患者の予後を予測することは

Ⅰ─────────────── はじめに ─

困難であると言われている 2）。また，これまでの

TBI の予後に関する研究は，急性期病院における臨

リハビリテーション（リハ）医療において，予後の
予測は非常に重要である。しがしながら，外傷性脳
損傷（TBI）では，脳損傷部位やその程度が不明瞭な

床徴候や検査結果を予測因子としたものは多いが 5,7），

ことが多く，症状も複雑で，その回復過程もさまざ

の関連を検討したものは少ない 3,4）。そこで，今回，

まである。軽症と思われる症例でも高次脳機能障害

我々はリハ病院入院時の臨床データを基にして，

リハ専門病院入院時の臨床徴候と TBI 患者の帰結と

TBI 患者の転帰の検討を行った。

が重度で日常生活に支障を生じる症例も多い。脳血

120

神経外傷 Vol.38 2015

Table 1 Changes in Functional Independence Measure
(FIM) of patients with traumatic brain injury after inhospital rehabilitation

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
2007 年 2 月 か ら 2011 年 11 月 の 間 に ，受 傷 よ り

At Admission At Discharge

6 ヵ月以内に，リハ専門病院である当院に入院した 15
歳以上の頭部外傷患者 94 例を対象とした。内訳は，
男性 71 例，女性 23 例，年齢は 43.6 ± 20.1 歳（平均 ±

p value

Poor Outcome
Motor FIM

45.6 ± 23.3

63.4 ± 26.3

p<0.001

Cognitive FIM

13.6 ± 6.9

20.1 ± 9.4

p<0.001

Total FIM

58.8 ± 28.4

83.5 ± 34.6

p<0.001

Motor FIM

69.2 ± 14.7

85.6 ± 5.3

p<0.001

Cognitive FIM

22.3 ± 6.4

30.9 ± 4.3

p<0.001

Total FIM

91.5 ± 18.6

116.5 ± 9.8

p<0.001

眼していても意思疎通は，ほぼはかれない，3：日常

Motor FIM

56.6 ± 29.2

73.8 ± 22.4

p<0.001

生活に介助を要し，一人ですごせる時間が 8 時間以

Cognitive FIM

17.7 ± 8.0

25.1 ± 9.2

p<0.001

内，4：日常生活に介助が必要だが，8 時間以上一人

Total FIM

74.1 ± 29.2

99.0 ± 30.6

p<0.001

標準偏差）であった。受傷機転は，交通事故が 58 例，
転落・転倒が 30 例，その他が 6 例であった。受傷か

ら 入 院 ま で の 期 間 は 63.7 ± 34.7 日 ，入 院 期 間 は

115.3 ± 63.6 日であった。退院時の Extended Glasgow

Outcome Scale（GOS-E）と Functional Independence

Good Outcome

Measure（FIM）を指標としてリハの効果を後ろ向きに
検討した。

GOS-E は以下の 8 段階に分類されており，基準が

明確で有用である 6）。1：死亡，2：全介助状態，開

Total

Values are mean ± standard deviation. p values: Wilcoxon
signed-rank test

ですごせる，5：屋内生活は自立，家庭外生活では介
助を要する。調整を行っても就労は不可能，6：家庭
外生活では介助を要するが，調整を行えば，限定的
な就労が可能，7：軽微な障害はあるが，これまで通

認 知 FIM 25.1 ± 9.2 で あ り ，運 動 FIM，認 知 FIM

りの生活や仕事が可能，8：何らかの症状はあって

ともに入院時に比べ有意に改善していた（Table 1，

GOS-E が 7, 8 の患者を転帰良好群，1～ 6 の患者

p<0.001，Wilcoxon signed-rank test）。退院時 GOS-

も，それが障害とはならない。

E は，1 が 0 例，2 が 3 例，3 が 11 例，4 が 5 例，5
が 6 例，6 が 25 例，7 が 43 例，8 が 1 例で，GOS-E

を転帰不良群とし，臨床徴候，神経心理検査など退

院時の転帰に関与する因子を検討した。神経心理検
査に関しては，ミニメンタルテスト（MMSE），レー

が 1〜6 の転帰不良例が 50 例，GOS-E が 7, 8 の転帰

ヴン色彩マトリック検査（RCPM）は入院時に全での

良好例が 44 例であった。

患者で施行されており，ウェクスラー成人知能検査

運動機能に関しては，重介助状態である 5 例を除

（RBMT）
，前頭葉機能試験（FAB）
，ウィスコンシン・

き，良好な改善を認めた。退院時，71 例は通常の自

立歩行が可能であった。93.6％（ 88 例）が屋内歩行可

Serial Addition Test（PASAT）に関しては一部の患者

とって，日常生活や社会生活の支障となっている原

第 3 版 （ WAIS-III），リ バ ー ミ ー ド 行 動 記 憶 検 査

カード分類検査（WCST）
，Behavioural Assessment of

能で，上肢機能も良好であった。大部分の患者に

the Dysexecutive Syndrome（BADS），Paced Auditory

因は高次脳機能障害であった。
転帰良好群と転帰不良群との入院時臨床徴候の比

にて施行されていた。

Ⅲ─────────────── 結

較を Table 2 に示した。転帰良好群では転帰不良群
に比べ，有意に若年で，入院時 FIM は運動，認知と

もに有意に高値であった（p<0.001，Wilcoxon signed-

果 ─

rank test）。急性期の脳外科手術の有無には差を認め

94 例の対象患者の入院時 FIM は 74.1 ± 29.2，運

なかった。FIM 利得（＝退院時 FIM − 入院時 FIM）に

動 FIM 56.6 ± 22.9，認知 FIM 17.7 ± 8.0 であった。
退 院 時 FIM は 99.0 ± 30.6，運 動 FIM 73.8 ± 22.4，

関しては有意の差を認めず，両群同様の改善度を示
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Table 2 Clinical and neuropsychological characteristics of patients with traumatic brain injury at admission

Poor Outcome (n=50)

Good Outcome (n=44)

p value

male 35, female 15

male 36, female 8

0.184

Age

51.0 ± 18.9

35.2 ± 18.2

<0.001

Period from onset to admission (days）

67.3 ± 34.7

59.6 ± 34.7

0.195

Operation

(+)22, (–)28

(+)14, (–)30

0.225

FIM

58.8 ± 28.4

91.5 ± 18.6

<0.001

FIM gain

24.7 ± 20.2

25.0 ± 19.2

0.976

MMSE

16.4 ± 9.9

26.5 ± 3.5

<0.001

RCPM

20.4 ± 12.2

31.9 ± 3.7

<0.001

Full IQ (WAIS-III)

72.7 ± 14.3 (n=22)

89.6 ± 15.9 (n=36)

<0.001

RBMT

14.7 ± 4.4 (n=29)

17.2 ± 4.7 (n=41)

<0.001

FAB

10.3 ± 4.1 (n=27)

14.1 ± 2.5 (n=22)

0.001

WCST (No. of CA)

2.8 ± 2.4 (n=31)

4.4 ± 1.9 (n=36)

0.004

BADS

76.8 ± 22.0 (n=22)

95.0 ± 16.7 (n=42)

0.001

PASAT

35.7 ± 20.6 (n=27)

55.5 ± 27.1 (n=36)

0.007

Gender

Values are mean ± standard deviation. p values : Chi-square test (sexuality), Wilcoxon signed-rank test
FIM: Functional Independence Measure, FIM gain: FIM score at discharge-FIM score at admission, MMSE: Mini Mental
State Examination, RCPM : Raven’s Color Progressive Matrices, WAIS-III: Wechsler Adult Intelligence Scale-Third
Edition, RBMT: Rivermead Behavioural Memory Test, FAB: Frontal Assessment Battery at bedside, WCST: Wisconsin
Card Sorting Test, CA : Categories Achieved, BADS: Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome, PASAT: Paced
Auditory Serial Addition Test

Fig.1 Comparison of MMSE and RCPM scores at admission between the good
outcome group and the poor outcome one.
好群において，WAIS-III，FAB，WCST（達成カテ

ゴリー数），BADS，PASAT の成績も有意に高値で

していた。入院期間は転帰不良群で有意に長かった

あった。対象患者全員に施行し得た MMSE と RCPM

が，受傷から入院までの期間には両群で差を認めな
神経心理検査に関しては，入院時 MMSE，RCPM

かった。

については，転帰不良群では，低得点から高得点ま
の強い 1 例を除き，MMSE が 20 点以上，RCPM は

で幅広い結果であったが，転帰良好群では，失語症

の得点は転帰良好群で有意に高かった。また，他の
神経心理検査を施行できた患者においても，転帰良
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Table 3 Multiple logistic regression analysis about variables related to outcome of patients with traumatic brain
injury

能はともに有意に改善しており，亜急性期における

リハ専門病院での入院リハは TBI 患者に有用である

TBI 患者の運動機能の改善は良好であり，最終的に

ことが示された。最重症の患者を除き，大部分の

Odds ratio (95% CI) p value
Period from onset to
admission

0.985 (0.969–1.001)

0.071

Age

0.960 (0.928–0.994)

0.021

Motor FIM at admission 1.011 (0.963–1.061)

0.665

Cognitive FIM at
admission

1.128 (0.989–1.246)

0.080

MMSE

1.151 (1.027–1.289)

0.016

RCPM

1.137 (0.998–1.296)

0.054

患者の ADL や QOL に支障をきたす主な原因は高次

脳機能障害であると考えられた。

今回の結果では，転帰良好群は転帰不良群に比べ，
リハ病院入院時に若年で，運動機能，認知機能とも
に良好な患者であった。すなわち，復職等，発症前
と同様の生活ができるまでに回復するためには，リ
ハ病院入院時にある程度良好な状態でなければなら
時の MMSE および RCPM が低値の患者が認められ

ないという結果であった。転帰良好群の患者に入院

CI: confidence interval

なかったことから，転帰にはリハ病院入院時の高次
脳機能障害の程度に依存する部分も大きいと考えら

れた。また，MMSE および RCPM が復職等の指標
になる可能性が示唆された。ただし，RCPM につい

23 点以上と高得点であった（Fig.1）。

入院時 FIM が 40 以下の重症例（n=17）に注目する

と，FIM 利得が 20 未満の症例が 9 例（ 52.9％），20

ては，年齢により点数が下がってくるものであり，
若年者が多かった転帰良好群でより高値となった可

以上の症例が 8 例（ 47.1％）であり，重症例でも半数

能性がある。今回の我々の結果は，リハ病院退院時

の FIM にリハ病院入院時の FIM が大きく寄与して

TBI の予後予測因子を検討するために，全対象患

はかなりの改善を認めていた。

いるというこれまでの報告 1,4）と一致するものあり，

ひいては，TBI の転帰は TBI 受傷時の重症度に依存

者から得られた情報である受傷から入院までの日数，
年齢，入院時運動 FIM，入院時認知 FIM，入院時

MMSE と RCPM の得点を独立変数として患者転帰

しかしながら，転帰不良群も FIM 利得は転帰良好群

帰分析）を行った。Table 3 に示した通り，年齢と入

認められていた。また，重症患者においても，半数

する部分が大きいということであると考えられる。

の良好，不良につき，多変量解析（ロジスティック回

と同等であり，リハ病院入院時に比べ大きな改善が

院時 MMSE が転帰良好に関与する因子であった。

は改善することが示されており，重症患者であって

以上の結果を以下にまとめる。① 転帰良好群は転帰
不良群に比較して有意に年齢が若く，入院時 FIM が

れた。

帰良好群では，全ての検査パッテリーにおいて高値

点数が，転帰に有意に関連する因子であり，高齢で

も適切なリハが行われることが重要であると考えら
今回の多変量解析の結果では，年齢と MMSE の

高値であった。② 入院時の神経心理学的検査では転
であった。③ 入院時全患者で施行し得た MMSE と

リハ病院入院時に MMSE の点数が低い患者では予

PCPM については，転帰良好群では MMSE 20 点以

後不良が予測されるという結果であった。今回，全

上，RCPM 23 点以上と高得点であった。④ FIM 利

ての対象患者に施行し得た神経心理検査が MMSE

と RCPM だけであったため，この 2 つの検査につい

得は転帰良好群と転帰不良群で有意の差を認めな

かった。⑤ 多変量解析では，入院時の年齢と MMSE

てのみしか検討を行えなかった。より鋭敏に予後予
測を行う神経心理検査の有無について，今後，さら

が患者の転帰に関与する独立した因子であった。

かしながら，MMSE は短時間でどこの施設でも簡便

に症例数も増やし検討する必要があると考える。し

Ⅳ─────────────── 考

察 ─

入院リハによって，TBI 患者の運動機能，認知機

に施行できる検査であり，有用性は高い検査と考え
られた。
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pain of upper limbs and spasticity of lower
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頚髄損傷による上肢疼痛および
下肢痙縮に対して SCS と ITB
の併用が有効であった 1 例
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現病歴：58 歳時に頚椎症に対して椎弓形成術を施

Ⅰ─────────────── はじめに ─

行したが，その半年後に炎症性肉芽組織による再圧

神経障害性疼痛に対する脊髄刺激療法（spinal cord

迫のために再手術を受けた。60 歳時に交通事故に遭

stimulation : SCS），痙縮に対するバクロフェン髄注

い 頚 髄 損 傷 を き た し ，四 肢 の 不 全 麻 痺 と な っ た

療法（intrathecal baclofen therapy: ITB）は，それぞ

（Fig.1）。その後，両上肢の疼痛が出現し，薬物治療

れ 有 効 な 治 療 法 で あ る 。今 回 ，頚 髄 の 脊 髄 損 傷

（spinal cord injury: SCI）を原因とする両上肢の難治

を行ったが効果は乏しく難治性疼痛となった。また

性疼痛および両下肢の痙縮に対して，SCS と ITB の

両下肢の痙縮と筋痙攣も出現し，自力歩行が困難と

併用が有効であった症例を経験したので報告する。

するようになった。両上肢の強い痛み，両下肢の痙

Ⅱ─────────────── 症
症

なった。さらに頻繁な下肢全体のクローヌスも出現
縮および頻繁なクローヌスのため ADL が低下し，

手術目的で当院へ紹介となった。

例 ─

〔 術前評価 〕

例：64 歳，男性。

Ashworth score：股外転（右 1，左 1），股屈曲（右

主 訴：両上肢痛，両下肢の痙縮および頻繁なク

1，左 1），膝屈曲（右 2，左 3），足背屈（右 2，左 3），

ローヌス。
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Fig.1 Magnetic resonance T2 weighted image shows
the spinal cord injury at C5–6 level.

Fig.2 Plain X-ray film shows the intrathecal baclofen
pump (right) and implantable pulse generator of spinal
cord stimulation (left).

手関節屈曲（右 1，左 1）
，手関節伸展（右 1，左 1），

手関節屈曲（右 1，左１），手関節伸展（右 1，左１），

肘関節屈曲（右 2，左 2）
，肘関節伸展（右 2，左 2）。

肘関節屈曲
（右 2，左 2），肘関節伸展
（右 2，左 2）。

ドラッグチャレンジテスト：ケタミン（有効），チ
アミラール（無効）
，モルヒネ（無効）
，生理食塩水（無

Ⅲ─────────────── 考

効）。

察 ─

脊髄損傷の神経症状は，急性期には損傷部以下の
経

過：はじめに両上肢の疼痛治療を希望された

脊髄反射がすべて消失する。慢性期には伸張反射が

ため，脊髄刺激電極（8 極）を頚椎 4～7 レベルに 2 本

亢進し痙性，筋痙攣，クローヌスなどが出現する。

留置した。試験刺激で除痛効果を認めたためバッテ

クローヌスは，単シナプス反射の相動性伸張反射が

VAS が 79 から 16，McGill 痛みの質問表が 49 から

著しく亢進することで，伸張ストレスなどの刺激を

リ ー 留 置 を 行 っ た 。 SCS に よ り 両 上 肢 の 痛 み は ，

加えられた筋が収縮を繰り返すといった現象である。

24 へ低下しが，上肢の痙縮は変化していない。

筋痙攣は，損傷部位以下の脊髄内に異常興奮伝播を

次に SCS から約 1 ヵ月後にバクロフェン髄腔内注

生じ，麻痺域の一部または全体の筋収縮を起こすも

入を行った。下肢痙縮の改善を認めたため，体内植

ので，筋の伸張，皮膚刺激などが誘引となりうる。

込み型ポンプシステムの留置を行った（Fig.2）。カ

クローヌスや筋痙攣の出現頻度や強さが過度となる

フ ェ ン は 50 µg/day か ら 開 始 し 290 µg/day へ 漸 増

と，日常生活に支障をきたす。これらの痙縮や異常

テーテル先端は，Th10 レベルに留置した。バクロ

筋収縮に対して様々な薬物治療が行われているが，
バクロフェンが最も選択される薬である 6）。バクロ

フェンは抑制性伝達物質の γ-アミノ酪酸（GABA）

し，痙縮の改善およびクローヌスの消失を認めてい
る。

の誘導体で，中枢性筋弛緩薬である。バクロフェン

〔 術後評価 〕

は脳血管関門の通過が困難で，経口では脊髄で十分

Ashworth score：股外転（右 1，左 1），股屈曲（右

な濃度にならず，重度の痙縮に対しては経口摂取で

1，左 1），膝屈曲（右 1，左 1），足背屈（右 1，左 1），

は十分な効果を示せない。
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ITB 療法は，留置したカテーテルからバクロフェ

る。また二つの治療間隔は，ITB を先行した場合，
痙縮改善効果を認めれば早期に SCS を検討してよい

と考えられる。SCS を先行した場合，SCS による除

ンを脊髄髄液内に投与し，バクロフェンを脊髄へ直

接作用させることができる。そのため少量の薬剤量

痛効果が減弱する可能性があり，SCS の治療効果を

で あ る 。 SCI 後 の 痙 縮 に 対 す る ITB 療 法 は ，

見定めてから ITB を行う時期を検討する必要があ

で痙縮に対して十分な筋弛緩効果を示すことが可能

McIntyre らの reviewにおいて，有効性が示されてい
4）
。この

reviewでは 162 症例を検討し，Ashworth

る。

score が 3.1〜 4.5 から 1.0〜 2.0 へ改善したと報告し

る

ている（p<0.005）
。薬剤量は 57～189 µg/day から開

Ⅳ─────────────── おわりに ─

始し，218.7～535.9 µg/day が維持量である。

頚髄損傷を原因とする中枢神経系の障害は，四肢

SCI 痛は，外傷，虚血，脊髄疾患，手術合併症な

に神経障害性疼痛や痙縮などを引き起こす。この二

害性疼痛である。さらに運動器の侵害的要素と心因

とで両者の症状を軽減させることが可能であり，有

的要素も加わり複合的で難治性な疼痛を形成する。

効な治療法の一つである。

つの症状が併存する場合，SCS と ITB を併用するこ

どの脊髄の損傷を原因として発生する中枢性神経障

SCI 痛に対して有効な外科的治療の報告は乏しい
が 5），運動野刺激療法が有効であったという少数の

報告がある 7）。近年 SCS 関連機器の改良はめざまし

文

く，治療効果を高めている 1）。SCI 痛に対する SCS

献

1） 上利崇, 伊達勲：脊髄刺激再考. No Shinkei Geka 41: 851874, 2013.

の有効性に関する報告はみられないが，治療法の一
今回のように神経障害性疼痛と痙縮が存在してい

2） Goto S, Taira T, Horisawa S, et al: Spinal cord stimulation
and intrathecal baclofen therapy: combined neuromodulation
for treatment of advanced complex regional pain syndrome.
Stereotact Funct Neurosurg 91: 386-391, 2013.

討する価値がある。また SCS と ITB の併用療法に

3） Lind G, Schechtmann G, Winter J, et al: Baclofen-enhanced
spinal cord stimulation and intrathecal baclofen alone for
neuropathic pain: Long-term outcome of a pilot study. Eur J
Pain 12: 132-136, 2008.

つとして検討する価値はあると考えられる。
る場合，疼痛に対して SCS，痙縮に対して ITB を行

い，それぞれの症状を軽減させるという治療法は検
関しては，バクロフェンの作用により SCS の効果が

4） McIntyre A, Mays R, Mehta S, et al: Examining the
effectiveness of intrathecal baclofen on spasticity in individuals
with chronic spinal cord injury: a systematic review. J Spinal
Cord Med 37: 11-18, 2014.

増強されるという報告がある 2,3）。これはバクロフェ

の GABAシステムを変化させることで，除痛効果の
ンが中枢神経系の痛みの制御に関与している脊髄内

増強を示すと考えられている。Goto らは，CRPS 4

5） Nardone R, Höller Y, Leis S, et al: Invasive and non-invasive
brain stimulation for treatment of neuropathic pain in patients
with spinal cord injury: a review. J Spinal Cord Med 37: 1931, 2014.

している。今回の症例は SCS が著効したため ITB

6） Rabchevsky AG, Kitzman PH: Latest approaches for the
treatment of spasticity and autonomic dysreflexia in chronic
spinal cord injury. Neurotherapeutics 8: 274-282, 2011.

例 に お い て SCS 単 独 で 除 痛 率 が 28.9％， SCS に

ITB を併用することにより 43.8％へ上昇したと報告
療法による増強効果は不明であるが，痙縮と神経障
害性疼痛が併存している場合，ITB 療法により痙縮

7） Tani N, Saitoh Y, Hirata M, et al: Bilateral cortical
stimulation for deafferentation pain after spinal cord injury. J
Neurosurg 101: 687-689, 2004.

の改善，さらに SCS の除痛効果を増強する作用も期

待できる。SCS と ITB の併用を行う時の治療順序

は，治療有効性が高い ITB を先行させ，その後 SCS

■ 種井 隆文
（名古屋セントラル病院 脳神経外科）

を行うこと一般的と考えられる。ただし痙縮症状よ

〒453-0801 名古屋市中村区太閤 3-7-7
TEL: 052-452-3165 / FAX: 052-452-3190
E-mail: nsgtakasyun@msn.com

SCS を先行させることも選択肢の一つと考えられ

りも神経障害性疼痛の軽減を希望されている場合は，
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Traumatic Middle Meningeal Artery Aneurysm (TMMA)
is rare and associated with high mortality (20 – 50%). Skull
fracture is usually an associated feature of this entity (70 –
90%). We present two cases of TMMA after head injury
with acute epidural hematoma. One case was treated by
endovascular therapy before rupture. The other case was
conservative therapy because TMMA spontaneously
regressed. The both of two cases had good outcome. Only
little is known about the natural history of TMMA and the
treatment guidelines. However, some authors suggested
that TMMAs are more common than the previously
thought. It is important to be aware of possible TMMAs in
case of head trauma, especially with the fracture of
temporal bone near the middle meningeal artery because
they can lead to acute or delayed intracranial hemorrhage
associated with high mortality. Surgical treatment or
endovascular treatment is selected for TMMAs. Recent
reports suggested that endovascular treatment is widely
used as the first approach for TMMAs because it is
minimally invasive, feasible and effective. It is possible
that more of TMMAs will be detected with increased use of
noninvasive vascular imaging such as 3D-CTA and MRI/A.

Ⅰ─────────────── はじめに ─
外傷性中硬膜動脈瘤（traumatic middle meningeal

artery aneurysm: TMMA）は骨折などによる中硬膜

of Neurosurgery, Tsukuba Medical Center Hospital
of Radiology, Tsukuba Medical Center Hospital

2Department

Ⅱ─────────────── 症

例 ─

〔 症例 1 〕
患

者：62 歳，男性

動脈の損傷に起因すると考えられているが，その報

主

訴：頭痛

告は少なく自然歴についても不明な点が多い。今回，

既往歴：特記事項なし

我々は頭部外傷後に発生した TMMAの 2 例を経験

現病歴：梯子から転落して右顔面を強打し，当院

救急外来を受診した。頭部 CT で右側頭部に急性硬

したので報告する。

膜外血腫，および血腫直上の側頭骨・頬骨に骨折を認
めたため，入院となった（Fig.1）。
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Fig.1

A, B: CT scan at admission revealed a thin right epidural
hematoma with a fracture of temporal bone.
C: An enlarged figure of the fracture of temporal bone (→).

Fig.2

来院時所見：意識清明で，明らかな神経脱落症状

A: MRA of the head At the 8th day of admission. It showed
a pseudoaneurysm of the middle meningeal artery (TMMA)
(→).
B: 3D-CTA at the 8th day of admission. It showed the
TMMA (→) near the fracture of the temporal bone (▲).
C : MRA of the head at the 22th day of admission. The
TMMA growed up in the 2 weeks (→).

は認めなかった。右顔面に擦過傷を認めた。
入院後経過：保存的加療を行い，血腫の増大はな
く経過し，神経脱落症状の出現もなく，頭痛も徐々
に改善を認めた。受傷後 8 日目に脳挫傷の有無を評

価する目的で，頭部 MRI および MRAを施行した。
右中頭蓋窩の血腫および骨折線の近傍にある中硬膜

動脈に瘤状変化が認められた。3D-CTAでは右中頭

蓋窩の骨折線直下に TMMAが認められた（Fig.2-A,
B）。受傷後 23 日目に頭部 MRI・MRAで再評価した

ところ TMMAの増大を認め（Fig.2-C）
，受傷後 25 日
目に TMMAに対して血管内塞栓術を施行した。

血管内塞栓術：局所麻酔で手技を施行した（Fig.3）
。

5 Fr. sheath を右大腿動脈に留置した後に全身ヘパリ
ン化を行い，5 Fr. MPD Envoy guiding catheter（Cordis,

Johnson & Johnson, Fremont, CA, USA）を右外頚動脈

Fig.3

に挿入した。Master HF 2.4 Fr. 125 cm（朝日インテッ

A, B: A pre-treatment right common carotid angiograms
showed the TMMA (→). The TMMA was peripherally
located, at a distance from a branching point, and did not
show evidence of a neck with slow and delayed filling and
emptying.

ク，愛知）／ Marver 1.6 Fr. 155 cm（東海メディカルプ

ロダクツ，愛知）／ GT wire double angle 0.012inch（テ

ルモ，東京）の coaxial system で TMMAの末梢側ま

で 挿 入 し ， 17％濃 度 の N-butyl-2-cyanoacrylate

Lipiodol 混合液（NBCA-LPD）で塞栓術を施行した

（Fig.4-A）。さらに TMMAの中枢側には棘孔まで，

TRUFILL 3 mm × 2 mm（Cordis, Johnson & Johnson,

Fremont, CA, USA）を 3 本，TRUFILL 4 mm × 3 mm

Fig.4

を 2 本 追 加 し て 終 了 し た 。右 外 頚 動 脈 造 影 で は

TMMAは描出されなくなった（Fig.4-B, C）。

A : Microcatheterization cannulated the distal of the TMMA
17% lipiodol NBCA was injected.
B, C: MMA of the proximal of TMMA was coil embolization.
A final DSA control did not show TMMA.

術後経過は良好で神経脱落症状もなく，受傷から

30 日目に自宅退院した。
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Fig.6

A : MRA of the head At the 8th day of admission. It showed
a pseudoaneurysm of the middle meningeal artery (TMMA)
(→).
B: 3D-CTA at the 8th day of admission. It showed the
TMMA near the fracture of the temporal bone (▲).
C : MRA of the head at the 22th day of admission. The
TMMA spontaneously regressed in the 2 weeks.

Fig.5

A: CT scan at admission revealed a thin left epidural
hematoma (▲), a right frontal contusion and subdural
hematoma (→).
B: CT scan at admission gave no evidence of a fracture of a
cranial bone.
C : X-ray at admission revealed a fracture of a temporal
bone.

折線近傍の左中硬膜動脈に仮性動脈瘤が疑われた。

頭部 3D-CTAでも同部位に仮性動脈瘤が認められ，

〔 症例 2 〕
患

者：71 歳，男性

主

訴：意識障害

TMMAと考えられた（Fig.6-A, B）。受傷後 22 日目に

頭部 MRI および MRAで再評価を行ったところ，前

回認められた TMMAは自然消失していた（Fig.6-C）。

既往歴：糖尿病

高次脳機能障害が残存するため，受傷から 47 日目に

現病歴：脚立から転落し，意識障害の状態で発見

され，当院へ救急搬送された。頭部 CT で左急性硬

リハビリテーション病院へ転院した。

膜外血腫，右急性硬膜下血腫，右前頭葉底部挫傷を
認め入院となった。

来院時所見：GCS 3-3-5。四肢に粗大な麻痺は認め

Ⅲ─────────────── 考

察 ─

頭蓋内仮性脳動脈瘤は全頭蓋内脳動脈瘤の 1％以

検査所見：頭部 CT で左急性硬膜外血腫，右急性

られなかった。左側頭部に擦過傷を認めた。

下とされ，外傷との関与が指摘されており，27％が

硬膜下血腫，右前頭葉底部に挫傷を認めた（Fig.5-A,

中硬膜動脈に発生する

B）。頭部 X線で左側頭骨から後頭骨にかけて骨折を

1,5）。 TMMAは

Schulze によって初めて報告されている

1957 年 に

14）
。TMMA

は硬膜外血腫を伴うことが多く，約 70～90％が中硬

認めた（Fig.5-C）
。

入院後経過：保存的に加療を行い，血腫の増大は

膜動脈をまたぐ側頭骨骨折と関与する 6,10,12）。本症例

なく経過し，意識障害も次第に改善を認めた。受傷

では 2 例とも急性硬膜外血腫を伴う，側頭骨骨折の

後 8 日目に脳挫傷の程度を評価する目的で，頭部

近傍に仮性動脈瘤が出現しおり，その特徴に合致す

MRI および MRAを施行した。MRAで左側頭骨の骨

る。
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TMMAの脳血管造影所見では，① 中硬膜動脈の

その際，中硬膜動脈は，MRA・3D-CTA作成時に関

末梢に認められる，② 血管の分岐部からは離れてい

心領域として外れることもあるので，注意が必要で

る，③ 動脈瘤にはネックがない，④ 脳血管造影では

ある。

描出されるのに時間がかかり，造影剤が瘤にとどま

る時間が長く，flowが遅い 3,5,8,9,15）という特徴的所見

Ⅳ─────────────── おわりに ─
急性硬膜外血腫後に発症した TMMAの 2 症例を

が知られている。上記所見は今回経験した症例とも
合致していた。

外傷性血管病変に関しては，Suzuki らは，24 例の

経験したので報告した。骨折線が中硬膜動脈近傍に
存在する場合には TMMAの可能性に留意し，3D-

急性硬膜外血腫の全例に血管病変を認めたと報告し
ている

16）
。また，Paiva

CTAや MRI･Aなどを用いたスクリーニングも考慮

らは，側頭骨骨折を認める

少量の急性硬膜外血腫の患者 30％に，受傷当日の

3D-CTAで TMMAが認められたと報告している

すべきである。

13）
。

これまで，TMMAは稀な疾患と考えられていたが，
過 小 診 断 さ れ て い る 可 能 性 も 考 え ら れ る 。ま た ，

Knuckey らによれば，少量の急性硬膜外血腫を認め

文

た患者の 65％が，受傷 24 時間以内に血腫の増大を

献

TMMAが認

1） Bozzetto-Ambrosi P, Andrade G, Azevedo-Filho H:
Traumatic pesudoaneurysm of the middle meningeal artery
and cerebral intraparenchymal hematoma: case report. Surg
Neurol 66: S3:29-S3:32, 2006.

するまでの期間は受傷 1 日目から 30 日目と考えられ

2） Chih HW, Hang CL, Der YC: Traumatic pseudoaneurysm of
the middle meningeal artery: possible indicators for early
diagnosis in the computed tomography era. Surg Neurol 68:
676-682, 2007.

認めたと報告している

7）
。受傷早期より

められる可能性があることや，受傷から TMMA破裂

ていることから，TMMAの破裂が受傷 24 時間以内
の血腫増大の原因の一つとしても考えられる 1,5,12）。

TMMAの自然歴は不明なことが多い。中硬膜動脈

し，仮性動脈瘤が発生すると考えられている 3,10,12）。

3） Don HL, Tae SK, Sung PJ, et al: Intracerebral hematoma
caused by ruptured traumatic pseudoaneurysm of the middle
meningeal artery: a case report. J Korean Neurosurg Soc 42:
416-418, 2007.

硬膜下血腫，くも膜下血腫，脳内血腫の原因となり，

4） Jae YL, Cheol YL, Hyun WK: Angiographically progressive
change of traumatic pseudoaneurysm arising from the middle
meningeal artery. J Korean Neurosurg Soc 56: 423-427, 2014.

の小さな裂傷が，血腫で覆われ，その後，偽腔を形成

TMMAの破裂は，急性硬膜外血腫のみならず，急性
致死率は 20〜50％とされている 4,5,8,12,15）。

それに加え， TMMA 破裂による遅発性出血率は

5） Jussen D, Wiener E, Vajkoczy P, et al: Traumatic middle
meningeal artery pseudoaneurysms. Neuroradiology 54: 11331136, 2012.

最大で 60 ％と高率である報告もあり， TMMA が発

6） Kawaguchi T, Kawano T, Kaneko Y, et al: Traumatic lesions
of the bilateral middle meningeal arteries-case report. Neurol
Med Chir (Tokyo) 42: 221-223, 2002.

見された場合は早期に治療すべきとする報告が多
い 1,3,11,12,13）。治療方法は外科的な直達術以外に，血
管内治療が低侵襲，かつ効果的な治療方法であると

7） Knuckey NW, Gelbard S, Epstein MH: The menagement of
'asymptomatic' epidural hematomas. A prospective study. J
Neurosurg 70: 392-396, 1989.

が血栓化し自然消失する報告もある 1,15）。治療時期

8） Koebbe CJ, Horowitz MB: A rare of ruptured middle
meningeal aneurysm causing intracerebral hematoma in a
patient with Moyamoya disease. ANJR Am J Neuroradiol 25:
574-576, 2004.

されている 2,5,15）。一方で，本症例のように，TMMA

については症例ごとに熟考する必要があるが，破裂
した場合の高い死亡率を考えれば，なるべく早期に，

9） Lim DH, Kim TS, Joo SP, et al: Intracerebral hematoma
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ハイブット手術室で急性硬膜外血腫に
対して局所麻酔下で小開頭血腫除去と
中硬膜動脈塞栓術を行った症例
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The effectiveness of the middle meningeal artery
embolization has been reported for chronic subdural
hematoma started acute epidural hematoma is trauma
disease. In cases of acute epidural hematoma, we want to
report a case of a hematoma removal and middle meningeal
artery embolization in the small open head was performed
in a hybrid operating room.
66-year-old woman was introduced to fall to our department, it was recognized right of acute subdural hematoma,
brain contusion and left acute epidural hematoma in CT.
General anesthesia is difficult, I went hematoma removed
in the small open head. However, since the opposite side
of the epidural hematoma has expanded, it went again
hematoma removal. For traumatic DIC it was difficult
hemostasis. We have added the embolization of the middle
meningeal artery in the hybrid operating room. She has
passed without postoperative rebleeding.
Using the hybrid operating room, the middle meningeal
artery embolization for acute epidural hematoma was safe
and effective hemostasis auxiliary.

硬膜動脈塞栓術の有効性が報告されている。今回は

筋萎縮性側索硬化症（ALS）があり，全身麻酔での人

Ⅰ─────────────── はじめに ─
急性硬膜外血腫は頭蓋骨骨折を伴い中硬膜動脈の

工呼吸管理が困難な急性硬膜外血腫の症例に対して

断裂損傷により硬膜外に血腫を生じ脳を圧迫するこ

小開頭での血腫除去に加え中硬膜動脈塞栓術をハイ

とで神経症状をきたす緊急処置を要する疾患である。

ブリッド手術室で同時に行った症例を経験したので

一般的に意識障害の悪化や，画像評価にて血腫によ

報告する。

る midline shift があれば全身麻酔下で止血処置をし，
開頭血腫除去，減圧術を行うのが一般的である。近

Ⅱ─────────────── 症

年，脳血管障害において低侵襲とされる血管内治療

例 ─

例：66 歳，女性。

が多く行われるようになった。また外傷分野でも慢

症

性硬膜下血腫 2,7）や急性硬膜外血腫 3,5,8,9,10）に対する中

現病歴：当院神経内科にて筋萎縮性側索硬化症で加
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Fig.1 The first CT image showed the right side of the
brain contusion and acute subdural hematoma and left
of acute epidural hematoma.

Fig.3 Hematoma on the second postoperative CT has
been removed.

Fig.2
The first postoperative CT image showed
expansion of the opposite side of the acute epidural
hematoma.

Fig.4 CT image 6 hours from the second operation
showed re-storage of acute epidural hematoma.

療中，呼吸筋麻痺が進行し近日中に人工呼吸装着を

して小開頭血腫除去を行った。血腫除去後から脳腫

脹があり閉頭後 CT 検査（Fig.2）を施行した。対側の

考慮している状態であった。ベッドから移動時に転
倒，頭部打撲し徐々に意識状態が悪化したため当科

急性硬膜外血腫の増大があり，さらに局所麻酔下で
対側の小開頭し血腫除去を施行した。外傷性 DIC

紹介となった。

（ Hb： 7.9 g/dl，血 小 板 ： 7.1 万 ／µl， PT： 20.7 sec，

紹介時現症：循環は安定していたが呼吸は軽度の

頻呼吸，意識レベルは E3V3M4 ⁄ GCS，四肢は筋萎

APTT：45 sec）と思われる血小板減少，凝固異常を

縮性側索硬化症による軽度の四肢麻痺が元々ある状

態であった。瞳孔不同（右 3.5 mm／左 2 mm）があり

凍 結 血 漿 を 補 充 し な が ら 止 血 閉 頭 し た 。術 後 CT
きたし術中に止血困難をきたしたが，血小板，新鮮

右対光反射が遅延していた。

入院時検査所見：頭部 CT にて右側の急性硬膜下

（Fig.3）では血腫除去され，瞳孔不同，意識状態も改
善を認めた。しかし術 6 時間後に意識状態が悪化し

CT（Fig.4）にて再度急性硬膜外血腫の出現を認めた。

血腫，脳挫傷，左側の急性硬膜外血腫を認めた。右

側の急性硬膜下血腫による midline shift が認められ

血小板減少，凝固異常での止血困難が予測されたた

た（Fig.1）。血液検査にて特に異常所見は認めなかっ

め，今回はハイブリッド手術室で小開頭での血腫除

た。

去に加え中硬膜動脈塞栓術を施行準備することを計
画した。

臨床経過：ご家族に，筋萎縮性側索硬化症のため

手術所見：ハイブリット手術室にて右鼠径部より

一度挿管し人工呼吸にすると離脱，抜管できなくな

6 F シースを挿入し，6 F ガイディングカテーテルを

る可能性があることをお話し，麻酔科管理にて局所
麻酔，軽度鎮静下で１回目の右急性硬膜下血腫に対

左外頚動脈に留置した。局所麻酔，軽度鎮静下にて
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膜動脈を塞栓することで止血補助ができ，さらに手
技も比較的容易で低侵襲であり，合併症の少ない手
技であり安全に施行できる。さらに現在ハイブリッ
ト手術室が各施設への導入が進んでいる。脳神経外
科領域では主に動脈瘤クリッピング術や脳動脈奇形
摘出術等に使用される報告 4,6）が多いが，今回のよう
に頭部外傷にも血管内治療による塞栓術を追加し止
血補助効果が期待される。今回の症例では撮影して

Fig.5
A : DSA showed middle meningeal artery embolization
with NBCA 25%.
B : The third surgery and embolization postoperative
CT showed complete hematoma removal.

動することなく術中に短時間で CT like image を随

いないが，血管撮影機器の機種によっては患者を移
時撮影することができる。CT like image では高画質

な微細な評価は困難であるが，再出血や対側の血腫
の増大等を把握するのには十分であり，術中に状態

前回の皮膚切開を広げ，血腫の直上を Linear にて皮

が悪い患者を移動せずに，繰り返し継続的に画像評

去後に止血処置を行うが開頭周囲の硬膜，軟部組織
からの出血が持続した。血液検査では血小板： 4.1

Ⅳ─────────────── おわりに ─

持続的に投与しても血小板は増加認めず ACT も術

栓術を追加することで止血補助に有効であった。さ

開頭したまま止血補助として中硬膜動脈塞栓を施行

安全に処置が施行できると考えられる。

価をすることが可能であるのは有効だと考える。

膚切開を施行し小開頭で血腫除去を行った。血腫除

万／µl まで減少し凝固系も PT： 27 sec，APTT： 54

止血処置の困難な急性硬膜外血腫に中硬膜動脈塞

sec と著明に延長していた。血小板，新鮮凍結血漿を

中，持続的に 220 sec を超えている状態であった。

に CT like image での画像診断が可能であり，より
らにハイブリッド手術室で行うことで患者を継続的

し た 。中 硬 膜 動 脈 の anterior branch に マ イ ク ロ カ

テーテルを挿入しそこから液体塞栓物質（NBCA

25％）で塞栓し，引き戻りながら posterior branch，

文

さら本管も閉塞した（Fig5-A）
。塞栓後，出血は肉眼

的に減弱が確認できたため閉頭し終了とした。術後

CT では再出血等は認めなかった（Fig5-B）。
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Ⅰ─────────────── 目

blot にて gp130 の発現につき検討した。統計学的解
析には Mann-Whitney U test を用い，5％未満を有意

的 ─

慢性硬膜下血腫内溶液において，炎症性サイトカ

インである interleukin-6（IL-6）の高濃度での発現が報

とした。なお，検体採取にあたり，患者または家族

告されてきたが，その IL-6 の制御機序に関してはい

の同意を得た。

血腫内溶液において IL-6 のシグナル伝達系における
まだ明らかに解明されていない。今回，慢性硬膜下

Ⅲ─────────────── 結

sIL-6R の血腫内濃度（10.3 ± 1.5 ng/ml）は，髄液中

可溶性受容体の発現について検討したので報告する。

Ⅱ─────────────── 方

果 ─

濃 度（ 1.5 ± 0.3 ng/ml）と 比 較 し 有 意 に 高 値 を 示 し

（p<0.05），また，sgp130 も血腫内濃度（194.0 ± 17.4

ng/ml）は髄液中濃度（78.0 ± 10.2 ng/ml）と比較し有

法 ─

意に高値を示した（Fig.1）。Western blot においては，

穿頭血腫除去術時に，血腫を採取した初発 12 症例

3 例 す べ て の 症 例 で gp130 の 検 出 が 可 能 で あ っ た

取し，soluble IL-6 receptor（sIL-6R）ならびに soluble
を対象とした。血腫は直ちに遠心分離後，上澄みを採

gp130（sgp130）の発現につき ELISAを用いて測定し

（Fig.2）。

た。コントロールとして，未破裂脳動脈瘤クリッピ

Ⅳ─────────────── 考

ング術中に採取した髄液 8 症例を用いて比較検討し
た。また，慢性硬膜下血腫 3 症例において IL-6 抗体

察 ─

慢性硬膜下血腫は，軽微な頭部外傷後に引き起こ

にて免疫沈降を行い，その沈降物を用いて，Western

される血管新生を伴う炎症性疾患である。炎症性サ
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IL-6 受容体には膜結合型 IL-6 受容体（IL-6R）の他

にヒトの血清や尿に存在する分泌型の可溶性 IL-6 受

容体（sIL-6R）が存在する。また，gp130 においても

同様に膜結合型の他に分泌型の可溶性 gp130（sgp130）

が存在する。IL-6 は sIL-6R と結合後に，膜結合型

gp130 と相互作用することによって IL-6 に対して
agonist としての反応性を獲得するが，一方，分泌型

sgp130 と相互作用するとシグナル伝達は抑制され
IL-6 に対して antagonist として作用する 4）。今回の

結果からも IL-6 は sgp130 と結合しており，IL-6 の

Tocilizumab はヒト化抗 IL-6 受容体モノクローナ

シグナル伝達系への抑制効果が示唆された。

Fig.1 Concentrations of soluble interleukin-6 receptor
(sIL-6R) and soluble gp130 (sgp130) in chronic subdural
hematoma fluid (CSDH fluid ; n=12) and control
cerebrospinal fluid (CSF ; n=8). Concentrations were
measured with an enzyme immunoassay kit. Data
represent the values of the median, 25th and 75th
percentiles with maximum ⁄ minimun whiskers. *p<0.05
by Mann-Whitney’s U test.

ル抗体であり，IL-6 と受容体（膜結合型，可溶型）と

の結合を阻害し，関節リウマチやキャッスルマン病
において既に臨床投与されている 5）。今後，慢性硬

膜下血腫においても，IL-6 シグナル伝達の制御によ
る新たな治療法の確立が大いに期待されるところで

今回の結果から，慢性硬膜下血腫内溶液中の IL-6

ある。

は，可溶性受容体の sIL-6R ⁄ sgp130 と結合し，シグ

の可溶性受容体因子は，慢性硬膜下血腫における IL-

ナル伝達が抑制されていることが判明した。これら

6 シグナル伝達系を制御し，血腫被膜の増大機序に
深く関与している可能性が示唆された。

Fig.2 Interaction between interleukin-6 (IL-6) and
gp130 in chronic subdural hematoma fluid from three
patients.
IL-6 immunoprecipitated from chronic
subdural hematoma fluid with an anti-IL-6 antibody,
and the resulting immunocomplexes were subjected to
immunoblot analysis using anti-gp130 antibodies.
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達系における可溶性受容体の慢性硬膜下血腫での発

現について検討を加えた。

IL-6 は 細 胞 膜 上 に あ る IL-6 受 容 体 に 結 合 し ，

■ 大須賀 浩二
（愛知医科大学 脳神経外科）

gp130 を 介 し て JAKを 燐 酸 化 し ，引 き 続 き STAT3

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

が燐酸化され二量体を形成し，核内に移行しさまざ
まな転写因子を制御している 2）。
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In the emergency medical field, brain death due to cases
such as head trauma or stroke frequently occur. The role of
the physician is not only to provide advanced medical care,
family care and medical condition description is also required. But, the contents obtained from the brain death
determination and subsequent family, sharing of information
in the medical staff and co-medical is often inadequate.
Such middle, in July 2010, "Act for Partial Revision of the
law on organ transplantation (so-called, the revised Organ
Transplant Law)" was enacted. In the low’s contents, even
if there is no intention on the organ donation of the person,
brain death under organ donation if there is a family consent
it was possible. Also it became possible brain death under
organ donation from children younger than 15 years. And,
because the organ donation case by family hope was increased in the later law enforcement, and is forced to
respond in the medical institutions in each region. In recent
years, medical physicians (particularly, including emergency
physicians and neurosurgeons), nurse, and clinical laboratory technicians, request of advanced knowledge of the
correspondence after brain death state and brain death has
increased in organ donation medical institutions. Their
requests in the emergency medical field is a burden on the
organ donation of medical institutions, has increased.
Especially in their burden, support from the other hospital
for brain death determination, the coroner by the police of
the exogenous case, and cooperation with child consultation
centers is important for pediatric case.
Therefore, we evaluated the implementation of the simulation for the cooperation with the police and child consultation center.

139

神経外傷 Vol.38 2015

Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅲ────── シミュレーション内容と結果 ─
1． 成人頭部外傷症例による脳死下臓器提供症例

救急医療の現場では外傷や脳卒中などを原因とし

（成人例のシミュレーション）

た症例により脳死や蘇生不能症例が多く発生し，担
当医はそれぞれの症例において高度医療の提供と共

〔ドナー設定〕

に，家族ケアや病状説明を行い対応している。平成

ドナー設定はバイクでの単独交通事故による受傷

22 年 7 月以降，本人の臓器提供に関する生前意思が

であり，年齢と性別は 50 歳代の男性とした。頭部

CT 精査にて頭部外傷による急性硬膜下血腫である。

存在しなくても，家族の承諾があれば脳死下臓器提
供が可能となり，それに伴い 15 歳未満の小児からの

〔職種と参加人数〕

参加職種は医師，看護師，都道府県コーディネー

脳死下臓器提供も可能となった。改正臓器移植法の

ター（以下，県 Co），院内コーディネーター（以下，

施行後は家族の希望による臓器提供症例が増加し，

院内 Co），移植医療支援運営委員，看護助手，警備

医療機関はどこであれ対応に迫られている。つまり

5 類型を含む臓器提供可能な医療機関では特に救急

員，県警，所轄警察の 61 名。

医や脳神経外科医を含む医師，看護師，臨床検査技

〔シミュレーションの流れと確認事項〕

師などに脳死とされうる状態および脳死後の対応に

救命センターへ搬入後高度救命治療を行ったが，

関して求められる知識が増加している。となれば脳

回復が困難であり脳死とされうる状況となった。し

死判定や外因死における警察による検視，さらに小

かし外因症例にて警察との連携を重視した情報連絡

児であれば児童相談所との連携が重要となる。そこ

体制の確認が必要であり，検死・検案について法医，

で我々は，院内における臓器提供体制に対して，医

県警や所轄警察の協力を得た。特に死因特定のため

療機関外との連携においてシミュレーションの実施

解剖を要する場合は臓器提供優先とならないことや，

と評価を行った。

事件性の有無の確認や死亡宣告後の検死・検案につい
ては警察のよる必要な行為となるため，家族へその

Ⅱ───────── シミュレーション方法 ─

背景について詳細を伝えた。

〔 方法と対象 〕

ることから家族と現場支援のため情報収集した。そ

そして脳死とされうる状態であり，家族希望もあ

当院では 2008 年から 2010 年までに講義タイプの

の後ドナー適応基準の確認を行うが，警察届け出等

知識伝達型学習を 3 回行い，その後 2010 年から 2014

についての確認のため院内緊急会議の開催を経て，

年にかけてドナー設定を内因による症例（内因死）と外

家族説明，承諾書作成，脳死判定医の設定をした。

因による症例（外因死）の 2 種類のパターンを設け，4

脳死判定は脳死判定医と検査技師により，脳波測定

回の臓器提供症例シミュレーションを施行した。

とそれに伴う環境チェックを含めて施行した。

本研究では，成人と小児の外因死症例のシミュ

2． 小児頭部外傷症例による脳死下臓器提供症例

レーションを対象とし参加した。そして関係機関と

（小児例のシミュレーション）

して，地域の警察や児童相談所職員の参加にて連携
や課題を検討した。

〔ドナー設定〕

また，参加者にはシミュレーション後にアンケー

ブランコから転落し後頭部を打撲している。意識
障害にて救命センターに搬送された 2 歳 6 ヵ月の男

児。頭部 CT 精査にて転落による急性硬膜下血腫と

ト調査を行った。

脳ヘルニアを診断している。

参加職種は医師，看護師，県 Co，院内 Co，移植

〔職種と参加人数〕

医療支援運営委員，看護助手，警備員，県警，所轄
警察，児童相談所職員の 61 名。
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を行った。

3． シミュレーション内容の理解度アンケート結果
（Fig.1）

Ⅳ─────────────── 考

察 ─

医療機関では，医療安全体制のもと適切な医療行
為を行うことを指導されている。
つまり医療における信頼の確保のために医療安全
の確保に全力で取り組むとともに，医療は患者と医

Fig.1 Understanding of simulation content in two cases
of exogenous.

療従事者が協力して，ともに傷病を克服することを

Understanding for the two simulation content was mostly
good.
As one of the reasons, there is a participation of staff of
cooperation to relevant organizations.

目指している。「医療を受ける主体は患者本人であ
り，患者が求める医療を提供していく」という患者視
点から患者は提供される医療内容について，そのリ
スクを含めて十分な説明や情報を得てよく納得した
上で，自ら選択して医療を受けることを期待する。
また期待通りの結果が得られなかった場合でも，そ

〔 シミュレーションの流れと確認事項〕
救命センターへ搬入後高度救命治療を行ったが，

の原因や状況等について十分説明を受けることを希

回復が困難であり脳死とされうる状況となった。臓

望している。そのため，近年において医療者は医療

器提供でなくとも小児の転落外傷症例であるため，

安全に関する教育研修を受けており，その方法は

警察や児童相談所との連携を重視した情報連絡体制

様々で，事例研究，役割演習（ロールプレイング）や

の確認が必要であった。検死・検案となれば法医，県

現実感のある模擬体験教育などの方法などが活用さ

警や所轄警察の協力を得る必要がある。特に死因特

れ，その中にはシミュレーション医学教育も含まれ

定のための解剖を要する場合は臓器提供優先となら

る。

ないことや，児童相談所による虐待の有無の確認や

シミュレーション医学教育 2）の重要性はすでに指

死亡宣告後の検死・検案について必要な行為もあるた

摘されており，その医療者教育をめぐる環境要因と

め，家族へその背景について詳細を伝えた。児童相

は，① 医療安全，② クオリティ・コントロール，③

談所への連絡については早期からの連絡を行い，も

経済的・社会的・資源的要因の項目が挙げられる。ま

しも家族に臓器提供希望があった場合を想定してシ

た医療者教育内部の要因としては，① 最低レベル保

ミュレーションを行った。そして脳死とされうる状

障，② 参加型学習法，③ 成人学習理論，④ リフレ

態であり，家族希望もあることから院内支援として

クション（内省的省察）が挙げられる。しかしこれま

児童虐待委員会への相談，倫理委員会への連絡，警

でに「人の死」「臓器提供」「移植医療」「脳死」などに

察への届け出，小児脳死判定のため小児科専門医へ

対する教育やそれに関連する教材やシミュレーショ

の依頼，マスコミ対応等について確認した。

ン研究 3,4）は少ない。その理由は複合的であるが，

その後，院内緊急会議の開催を経て，家族説明を

「医療者として必要としていなかった」もしくは「技術

行った。

優先」が優先されている可能性はある。一方で改正臓

小児例であり家族ケアは重要であり，担当医から

器移植法により，家族意思のみで脳死下臓器提供が

の説明においては家族とのコミュニケーションを十

可能となり，小児脳死下臓器提供も可能となってお

分にとりながら慎重に行うシミュレーションを行っ

り，通常の医療行為に加え医療者全体の意識や知識

た。承諾書作成，脳死判定医の設定，脳死判定は小

は高く維持する必要がある。

児科医を含め脳死判定医と検査技師により脳波測定

さて本研究のシミュレーションにおいて，外傷等
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による外因症例では，臓器提供例として関わる場合

の中には臓器提供ばかりではなく，虐待に対する事

には脳梗塞等による内因症例と異なる 2 点を指摘さ

例は近年においては非常に多く相談所の人員から通

れた。

常業務は激務であること。さらに事例によっては虐
待の実態把握や有無についての判断は困難であるこ

まず外傷の機転理由についてである。異常死例も
同様であるが，受傷時の状況や搬送直後の状況は事

とも多いことであった。

件性の有無について非常に重要であり，最終的な判

身体的および精神的虐待症例において，救急医療

断に対しては法医や警察との連携が大切となる。つ

現場で我々にできることには限界がある。我が国の

まり事件性が否定できない場合等においては，安易

小児脳死下臓器提供症例は少ないが，法改正後のガ

に臓器提供へ向けるわけにはいかない。そのために

イドラインでも小児虐待への対応も医療機関にほぼ

医療機関においては，救急医療現場で高度医療の提

託された状態であり，当然の結果である。未だに虐

供と同時に対応する事項がある。まず外傷や受傷機

待と臓器提供との関連については様々な意見がある

転が不明な場合は，早期に警察へ連絡を入れること

が，現状において少なくとも医療機関全体で救急医

が重要である。縊首や軽度な創部などは 1 週間もす

療現場と家族を支援しなければ臓器提供の説明すら

れば薄くなり，消えていくものもある。また搬入時

できないと予想される。

の着衣を家族へすぐに返してしまうことが多いかも

両シミュレーション後のアンケート結果では，参

しれないが，少なくとも患者の着衣や創部などを写

加人数も同数であり一連の流れや役割についてもよ

真などで保存しておくことで，その後の事件性の有

く理解できる内容との結果であった。しかし 2 回連

無を確認するため警察との連携がスムーズとなる。

続参加している職員は少なく，開催回数よりも具体

さらに小児症例のシミュレーションでも示したが，

的な内容の方が重要であると思われた。

転落などでは周囲の状況が不明確な場合も多い。つ

臓器提供に対する負担軽減について有賀ら 1）は，

まり転落といっても誤って転落する場合や子ども同

アンケート調査により臓器提供発生時における現場

士の遊びの場合，もしくは故意に他人が落とした場

支援の必要性を指摘している。そして数年前に脳死

合等も考えられる。つまり救急搬送後の高度医療の

下臓器提供が可能となる医療機関の幅がひろがった

提供は当然であるが，臓器提供への希望にかかわら

ため，今後は各医療機関の規模や人員配置数に合わ

ず受傷機転やその原因については警察との連携が最

せて様々な支援が必要となる。つまりシミュレー

初から重要である。

ションを行うことは，各医療機関における負担や改

2 点目は小児虐待の有無についての確認である。

善策を見いだせるツールになると思われる。

これまでに我が国で施行された小児例からの脳死下

また，災害発生時等で医療機関を含む関係機関と

臓器提供は少ないが，いずれも虐待有無の確認が行

の連携には様々な研究や検討が開始されている。こ

われ虐待の無かったことが確認されている。昨今，

ういった観点から平時における地域のネットワーク

虐待が疑われた場合では搬送後の高度医療の提供と

として組織横断的対応が可能であるなら，今後臓器

共に，医療機関では児童虐待委員会，倫理委員会等

提供に関する関係機関との連携も各関連職種の参加

への報告や相談が必要となる。つまり医療現場で児

のもと脳死下臓器提供シミュレーションを開催する

童虐待を疑う所見は多岐にわたるが，患者本人やそ

ことで，意識向上と連携の重要性を確認できると思

の家族のためにも少しでも疑念があれば所見を確認

われた。

し早期の報告や相談が大切である。児童相談所への
報告についての必要性は前述の虐待委員会や医療機

Ⅴ─────────────── おわりに ─

関全体の判断によるが，児童を含めた家族構成や転
居状況，これまでの虐待の有無などは地域の垣根を

医療現場における患者・家族の意思や希望を支える

超えた情報共有にあると思われる。

医療の展開は重要であるが，医療者個人では困難な

そして，今回のシミュレーションにて地域の児童

ことが多い。医療機関における医療安全や医療の質

相談所職員からはいくつかの意見が挙げられた。そ

を上げるには体制整備も大切であるが，関係機関が
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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

医学研究の COI（利益相反）に関する指針ならびに細則
一般社団法人 日本脳神経外傷学会 COI 委員会
4. 一般社団法人日本脳神経外傷学会の雇用する事
務職員

医学研究の COI（利益相反）に関する指針
Ⅰ. 指針策定の目的
学会発表や機関誌などの刊行物で論文発表される
医学研究においては，医薬品・医療機器・技術を用い
た臨床研究も多く，産学連携による研究・開発が行わ
れる場合が少なくない。産学連携による医学研究は
医学の進歩のためにきわめて重要な位置を占めてい
るが，産学連携による医学研究には学術的成果を社
会への還元することによってもたらされる公的利益
だけではなく，産学連携に伴い取得する金銭・地位・
利権などの私的利益が発生する場合があり，研究者
個人においてこれら 2 つの利益が相反する利益相反
conflict of interest（以下 COI と略す）と呼ばれる状態
が起こり得る。COI が深刻な場合には，研究の方法，
データの解析，結果の解釈が歪められたりする可能
性や，適切な研究成果であるにもかかわらず中立性，
公明性を欠く研究成果となってしまう可能性がある。
また，医学的研究においては，被験者の人権，生命，
及び安全を守るという観点から倫理性と科学性を担
保するために，臨床研究にかかる COI 問題について
慎重な対応が求められている。
一般社団法人日本脳神経外傷学会は，医学研究を積
極的に推進することが社会的責務であると認識し，そ
の事業の遂行において COI に関する本法人の方針を
会員に対して明示するための「医学研究の COI に関す
る指針」
（以下，本指針と略す）
を定めるものである。
その目的は，一般社団法人日本脳神経外傷学会が
会員の COI 状態を適切にマネージメントすることに
より，産学連携による医学研究の公正さと中立性と
公明性を確保した状態で，研究結果の発表や普及を
適正に推進し，脳神経疾患の予防・診断・治療の進歩
に貢献するという本法人社会的責務を果たすことに
ある。
本指針は一般社団法人日本脳神経外傷学会に対し
て COI についての基本的な考えを示すものであり，
一般社団法人日本脳神経外傷学会は本法人が行う事
業に参加する会員などに以下に定める本指針を遵守
することを求める。
なお，本指針は本法人の COI マネージメントのコ
アとなる内容を記したものであり，COI の概念その
他 の 詳 細 に つ い て は 日 本 医 学 会 の HP http://jams.
med.or.jp/guideline/index.html などに 記載されてい
るので，それを参照されたい。

Ⅲ. 対象となる活動
一般社団法人日本脳神経外傷学会が関わる以下の
事業活動を含むすべての事業活動に対して，本指針
を適用する。
1. 一般社団法人日本脳神経外傷学会が開催する学
術集会及び講演会，セミナーにおける発表
2. 一般社団法人日本脳神経外傷学会の機関誌「神
経外傷」における論文発表
もし，著者のなかに企業所属の研究者が含ま
当該研究者の所
れる場合には，編集委員会は 1）
当該研究への貢献内容・3）
当該
属する企業名・2）
企業からの当該研究への出資額・4）発表結果の
帰属先・5）研究結果の学会発表や論文発表の決
定に関して当該企業が影響力の行使を可能とす
る契約の有無・6）当該研究結果に影響を与えう
る企業からの労務提供の受け入れの有無等を確
認し，総合的に論文の採否について判断すべき
である。
3. 診療ガイドライン，マニュアルなどの策定
4. 臨時に設置される調査委員会，諮問委員会など
での作業
5. 市民に対する公開講座などにおける発表
6. 企業や営利団体主催・共催の講演会，ランチョ
ンセミナー，イブニングセミナーなどにおける
発表
なお，上記の活動における発表者が企業の正
規職員の立場であると同時に大学・研究機関等
での非常勤職員（例，講師，客員教授など），派
遣研究員，社会人大学院生である場合，記載す
る所属は前者の正規雇用の企業名（所属名，職
名含む）だけを記載するか，或はそれに加えて
大学・研究機関等の名称を併記することのいず
れかが求められる。
また，大学の寄付講座に在籍する研究者や奨
学寄附金などの外部資金によって雇用されてい
る大学・研究機関等の研究者などについては，
発表に際しての所属や職名は所属施設・機関で
使われる正式名称（特任教授，特命教授など）を
記載しその資金を提供している企業名を「X寄
付講座は，Y 製薬の寄付金にて支援されてい
る」「Department of X is an endowment depart-

ment supported with an unrestricted grant from
Y」のように併記すべきである。

Ⅱ. 対象者
COI 状態が生じる可能性がある以下の対象者に対
し，本指針が適用される。
1. 一般社団法人日本脳神経外傷学会の理事・監事・
幹事
2. 前号以外の一般社団法人日本脳神経外傷学会の
すべての会員
3. 一般社団法人日本脳神経外傷学会が行う学術総
会などで発表ないし機関誌「神経外傷」において
論文発表をする非会員

複数の企業などから資金提供されている場合
には，細則に定めた基準額（年間 200 万円以
上／企業）を超えている企業については該当す
る企業名をすべて記載すべきである。
Ⅳ. 申告・開示の対象期間
申告及び開示の義務がある COI とは役員就任時や
発表時点から遡る過去 3 年間とする。
なお，本学会会員でかつ一般社団法人日本脳神経
外科学会員については日本脳神経外科学会専用 HP を
用いて前年 1 年間（1 月～12 月）における COI に関す

153

神経外傷 Vol.38 2015

COI 状態となることを回避すべきである。

る自己申告を毎年 3 月末日までにオンライン登録す
ることが義務づけられているため，前々々年から前
年までの連続 3 年間の COI 自己申告についてオンラ
イン登録を完了していることをもって，COI 自己申
告の対象となる事業活動について必要な対象期間（3
年間）
の自己申告・開示を済ませているものとみなす。
ただし，COI を自己申告した時点から役員就任や
発表までの間に，新たな COI が発生した場合には細
則に定める規定に従い，すみやかに修正申告を行う
義務を有する。

① 臨床研究を依頼する企業の株式の保有
② 臨床研究の結果から得られる製品・技術の特許
料・特許権の獲得
③ 臨床研究を依頼する企業の役員，理事，顧問
（無償の科学的な顧問は除く）
但し，①ないし③に該当する研究者であっても，
当該臨床研究を計画・実行する上で必要不可欠の人材
であり，かつ当該臨床研究が国際的にも極めて重要
な意義をもつような場合には，一般社団法人日本脳
神経外傷学会 COI 委員会における審議を経て当該臨
床研究の主任研究者や試験責任医師に就任すること
は可能とする。

Ⅴ. 開示・公開すべき事項
対象者は，対象者自身における以下の①ないし⑥
の事項で，またその配偶者・一親等以内の親族，ある
いは収入・財産を共有する者における以下の①ないし
③の事項について，別に定める「医学研究の COI（利
益相反）に関する細則」に記された基準に従い，自己
申告によって COI の正確な状況を開示する義務を負
うものとする。なお，自己申告の内容については，
申告者本人が責任を持つものとする。
① 企業や営利を目的とした団体の役員，顧問職
② 株の保有
③ 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用
料
④ 企業や営利を目的とした団体から，会議の出席
（発表）に対し，研究者を拘束した時間・労力に
対して支払われた日当（講演料など）
⑤ 企業や営利を目的とした団体が原稿やパンフ
レット執筆に対して支払った原稿料
⑥ 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費

Ⅶ. 実施方法
（1）COI 委員会の役割
一般社団法人日本脳神経外傷学会は，COI 状態に
ある会員からの質問や要望に対応し，また，COI の
管理・調査・審査を行い，さらには改善措置の提案や
啓発活動を行うために COI 委員会を設置する。
（2）会員の役割
会員は医学研究成果を発表する場合，当該研究実
施に関わる COI 状態を適切に開示する義務を負うも
のとする。開示の具体的方法については本法人の「医
学研究の COI（利益相反）に関する細則」に基づいて行
う。本指針に反する事態が生じた場合には，COI 委
員会が審議し，その結果を理事会に上申する。
（3）役員等の役割
一般社団法人日本脳神経外傷学会の役員（理事・監
事・幹事）は学会に関わるすべての事業活動に対して
重要な役割と責務を担っているため，就任した時点
で自己申告を行う義務を負うものとする。その具体
的方法については本法人の「医学研究の COI（利益相
反）に関する細則」に基づいて行う。また，役員は，
同法人の事業活動を実施するなかで企業・団体と取り
交わす契約などに関して，事業活動に伴う調査活動
や発表の公明性・中立性において制約を設ける内容の
取り決めを行ってはならない。理事会は，役員が一
般社団法人日本脳神経外傷学会のすべての事業を遂
行する上で，深刻な COI 状態が生じた場合，或いは
COI の自己申告が不適切と認めた場合，COI 委員会
に諮問しその答申に基づいて改善措置などを指示す
ることができる。 学術総会の会長は，当該学会にお
いて発表される研究成果が，本指針に沿ったもので
あることを検証し，本指針に反する演題については
発表を差し止めることができる。なお，これらの対
処については必要に応じて COI 委員会で審議し，そ
の答申に基づいて会長が決定する。
（4）機関誌編集委員会の役割
機関誌編集委員会は，投稿される論文が本指針に
沿ったものであることを検証し，本指針に反する場
合には掲載を差し止めることができる。また掲載後
の論文が本指針に反していたことが明らかになった
場合は，当該刊行物などに編集委員長名でその由を
公知することができる。なお，これらの対処につい
ては必要に応じて COI 委員会で審議し，その答申に
基づいて機関誌編集委員長が決定する。
（5）その他の委員会の役割
その他の委員会は自らが関与する学会事業に関し
て，その実施が本指針に沿ったものであることを検

Ⅵ. COI 状態と回避すべきこと
（1）全ての対象者が回避すべきこと
医学研究の結果の公表は，科学的な判断と公共の
利益に基づいて行われるべきである。一般社団法人
日本脳神経外傷学会が行う事業に関係するものは，
医学研究の結果を学会や論文で発表するか否かの決
定，あるいは医学研究の結果とその解釈といった本
質的な内容について，その研究に対する資金提供者
や特定の企業の恣意的な意図に影響されてはならず，
また影響を避けられないような契約書を締結しては
ならない。
（2）臨床研究の実施者が回避すべきこと
臨床研究（臨床試験，治験を含む）が実施される場
合，当該研究の研究者は以下の COI 状態となること
を回避すべきである。
① 臨床試験被験者の仲介や紹介にかかる報賞金の
取得
② ある特定期間内での症例集積に対する報賞金の
取得
③ 特定の研究結果に対する成果報酬の取得
④ 研究結果の学会発表や論文発表の決定に関し
て，資金提供者・企業が影響力の行使を可能と
する契約の締結
（3）臨床研究の試験責任者が回避すべきこと
臨床研究（臨床試験，治験を含む）の主任研究者あ
るいは当該研究の計画・実施に大きな影響を持つ試験
責任医師（多施設臨床研究における各施設の責任医師
はこれに該当しない）には，以下の COI 状態にない
研究者が就任すべきであり，また就任後もこれらの
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証し，本指針に反する事態が生じた場合には，速や
かに事態の改善策を検討する。なお，これらの対処
については必要に応じて COI 委員会で審議し，その
答申に基づいて当該委員長が決定する。

医学研究の COI（利益相反）に関する細則
（ 目的 ）
第 1 条 この細則は，一般社団法人日本脳神経外傷
学会（以下，「本法人」と略す。）が「医学研究の COI
（利益相反）に関する指針」（以下，「本指針」と略す。）
を対象者に遵守させるにあたり，本指針の具体的な
運用方法を示すことを目的とする。

Ⅷ. 指針違反者への措置
（1）指針違反者への措置
一般社団法人日本脳神経外傷学会の COI 委員会
は，本指針に違反する行為に関して審議する権限を
有し，その審議結果を理事会に答申する。その答申
に基づいて重大な遵守不履行に該当すると判断した
場合には，理事会はその遵守不履行の程度に応じて
「医学研究の COI(利益相反)に関する細則」に定める
措置を取ることができる。
（2）不服の申立
被措置者は，一般社団法人日本脳神経外傷学会に
対して不服申立をすることができる。一般社団法人
日本脳神経外傷学会がこれを受理したときは，「医学
研究の COI（利益相反）に関する細則」に定める臨時審
査委員会において再審理を行う。
（3）説明責任
一般社団法人日本脳神経外傷学会は，自ら関与す
る事業において発表された医学研究に関して，本指
針の遵守に重大な違反があると判断した場合には，
COI 委員会および理事会の協議を経てこれを公表し
社会への説明責任を果たす。

（ COI に関する自己申告 ）
第 2 条 COI 状態が生じる可能性がある以下の対象
者は COI 状態の有無を明らかにする義務がある。
1. 一般社団法人日本脳神経外傷学会理事・監事・幹
事
2. 一般社団法人日本脳神経外傷学会が行う学術総
会で発表する者
3. 一般社団法人日本脳神経外傷学会の機関誌「神経
外傷」において論文発表をする者
上記に該当する者は，過去 3 年間の COI の有無を
明らかにする義務がある。すなわち前年 1 年間（1 月
～12 月）における COI 状態が第 3 条に定める基準を
超える場合には，COI に関する自己申告書（本学会
COI 申告書様式）を本学会事務局に提出することが
必要になる。そして，前々々年から前年までの連続
3 年間における COI に関する事故報告書の提出を
もって，COI 自己申告の対象となる事業活動につい
て必要な対象期間
（3 年間）の自己申告・開示を済ませ
ているものとみなす。
ただし，自己申告の該当者である本学会の会員本人
が日本脳神経外科学会会員であり，日本脳神経外科
学会への自己申告書オンライン登録がすでに完了し
ている場合には，それをもって代用することとし，
本学会への COI 自己申告は不要とする。

Ⅸ. COI 自己申告書およびそこに開示された COI
情報の保管・管理
「医学研究の COI（利益相反）に関する細則」に基づ
いて，提出された COI 自己申告書およびそこに開示
された COI 情報は学会事務局において，理事長を管
理者とし，個人情報として厳重に保管・管理する。
Ⅹ. 指針運用規則の制定
一般社団法人日本脳神経外傷学会は本指針を実際
に運用するために必要な「医学研究の COI（利益相反）
に関する細則」を制定する。

（ COI に関する自己申告書の提出が必要とされる基準 ）
第 3 条 自己申告が必要な金額を次のように定める。
なお，開示する義務のある COI 状態は，一般社団法
人日本脳神経外傷学会が行う事業や医学研究に関す
る発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体
に関わるものに限定する。
1. 企業や営利を目的とした団体の役員，顧問職に
ついては，単一の企業・団体からの報酬額が年間
100 万円以上は申告する。
2. 株の保有については，単一の企業についての 1
年間の株による利益（配当，売却益の総和）が 100
万円以上の場合，あるいは当該全株式の 5％以上
を所有する場合は申告する。
3. 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用
料については，１件あたりの特許権使用料が年
間 100 万円以上の場合は申告する。
4. 企業や営利を目的とした団体から，会議の出席
（発表）に対し，研究者を拘束した時 間・労力に対
して支払われた日当（講演料など）については，
単一の企業・団体からの年間の講演料が合計 100
万円以上の場合は申告する。
5. 企 業 や 営 利 を 目 的 と し た 団 体 が 原 稿 や パ ン フ
レットなどの執筆に対して支払った原稿料につ
いては，単一の企業・団体からの年間の原稿料が
合計 50 万円以上の場合は申告する。

Ⅺ. 施行日および改正方法
本指針は，社会的影響や産学連携に関する法令の
改変などから，個々の事例によって一部に変更が必
要となることが予想される。一般社団法人日本脳神
経外傷学会 COI 委員会は，原則として２年ごとに本
指針の見直しを行い，理事会の決議を経て，本指針
を改正することができる。
附則
1. 本指針は平成 27 年 10 月 15 日より施行する。
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6. 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費
については，単一の臨床研究に対して支払われ
た総額が年間 200 万円以上の場合は申告する。
奨学寄付金（奨励寄付金）については，単一の企
業・団体から，1 名の研究代表者に支払われた総
額が年間 200 万円以上の場合は申告する。

③ 一般社団法人日本脳神経外傷学会の役員ない
し学術総会会長就任の禁止
④ 一般社団法人日本脳神経外傷学会の理事会，
委員会への参加の禁止
⑤ 一般社団法人日本脳神経外傷学会の社員の除
名，あるいは社員になることの禁止
⑥ 一般社団法人日本脳神経外傷学会の会員の除
名，あるいは会員になることの禁止
2. 前項の措置を受けた者は，一般社団法人日本脳
神経外傷学会に対して不服申立をすることがで
きる。一般社団法人日本脳神経外傷学会が不服
を受理したときは，これを臨時審査委員会に付
議する。
3. 臨時審査委員会は COI 委員会の委員以外の会員
から事案ごとに理事長が指名した複数名をもっ
て構成される。臨時審査委員会は，第 1 項の措
置が適正であったか否かの再審理を行い，審理
の結果について理事会の協議を経て，その結果
を被措置者に通知する。被措置者に通知がなさ
れた時点をもって同事案の臨時審査委員会はそ
の任務を終了する。

（ 本法人が行う学術総会などにおける発表 ）
第 4 条
1. 演題応募時：本法人が行う学術総会，教育講演
会，および市民公開講座などで発表を行う筆頭
演者は，自らの COI 状態の有無を明らかにしな
ければならない。具体的には演題応募時に第 2
条に記載した自己申告が完了していることが要
求される。
2. 発表時：発表時には，発表スライドあるいはポ
スターの最後に，筆頭演者の COI 状態について
開示する。
（ 本法人が発行する機関誌などでの発表 ）
第 5 条
1. 投稿時：本法人の機関誌「神経外傷」などで発表
を行う著者は，投稿規定に定める様式により，
COI 状態を明らかにしなければならない。具体
的には投稿時に，に第 2 条に記載した自己申告
が完了していることが要求される。
2. 掲載時：自己申告の情報は COI 開示としてまと
め ら れ ，論 文 末 尾 に 印 刷 さ れ る 。規 定 さ れ た
COI 状態がない場合は，同部分にその旨が印刷
される。

（ オンライン登録された COI 自己申告書の取扱い ）
第 9 条
1. 本細則に基づいて本法人に提出された COI 自己
申告書およびそこに開示された COI 情報は学会
事務局において，理事長を管理者とし，個人情
報として厳重に保管・管理する。
2. COI 情報は，本指針に定められた事項を処理す
るために，本法人の理事会および COI 委員会が
随時利用できるものとする。この利用には，当
該申告者の COI 状態について，疑義もしくは社
会的・法的問題が生じた場合に，COI 委員会の議
論を経て，理事会の承認を得た上で，当該 COI
情報のうち，必要な範囲を学会内部に開示，あ
るいは社会へ公開する場合をも含む。
3. 日本脳神経外科学会会員である本学会の会員に
ついての COI 情報を本法人が利用する場合には，
該当者の COI 自己申告情報を日本脳神経外科学
会へ開示請求することが必要になる。また，そ
の COI 情報について学会内部に開示，あるいは
社会へ公開する場合には，その可否について日
本脳神経外科学会の承認が必要となる。
4. 本法人に提出された COI 自己申告書およびそこ
に開示された COI 情報の保管期間は登録後 3 年
間とし，その後は理事長の監督下で廃棄する。
ただし，その保管期間中に，当該申告者につい
て疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合
は，理事会の決議により，その廃棄を保留でき
るものとする。

（ COI 委員会 ）
第 6 条 COI 委員会は常設の機関であり，理事長か
らの指名を受けた複数名で構成され，任期は 2 年と
する。
（ 役員等 ）
第 7 条
1. この規則で規定する役員とは，本法人の理事・監
事・幹事を指すものとする。
2. 具体的には，本法人の役員等は，新たに就任す
る時と，就任後 1 年ごとに第 2 条に記載した自
己申告が完了していることが要求される。
3. また，在任中に新たな COI 状態が発生した場合
は，以前に申告した内容を原則として 8 週以内
に追加修正する義務を負うものとする。
（ 指針違反者への措置 ）
第 8 条
1. COI 委員会は，「医学研究の COI（利益相反）に関
する指針」に違反する行為に関して審議する権限
を有し，その審議結果を理事会に答申する。そ
の答申に基づいて重大な遵守不履行に該当する
と判断した場合には，理事会はその遵守不履行
の程度に応じて一定期間，以下に定める措置を
取ることができる。
① 一般社団法人日本脳神経外傷学会が開催する
すべての集会での発表の禁止
② 一般社団法人日本脳神経外傷学会の刊行物へ
の論文掲載の禁止

（ 施行日および改正方法 ）
第 10 条 一般社団法人日本脳神経外傷学会 COI 委員
会は，原則として 2 年ごとに本指針の見直しを行い，
理事会の決議を経て，本細則を改正することができ
る。
附則
1. 本細則は平成 27 年 10 月 15 日より施行する。
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投稿／執筆規定

■ 著者には 1 名以上の日本脳神経外傷学会会員を含む
必要があります。

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。

■ 原稿用紙の表紙に題名，著者名，所属施設名，校正
刷りの発送住所，氏名を明記して下さい。

■ 利益相反（COI）の申告について
投稿にあたっては著者全員の COI 状態を自己申告
しなければなりません。日本脳神経外傷学会は，
COI マネージメントを日本脳神経外科学会の管理指
針に従って運用しております。著者が日本脳神経外
科学会の会員であれば，日本脳神経外科学会のホー
ムページ上で COI に関する自己申告書をオンライン
（様式 1）
登録して下さい。また，
「COI 登録申告書」
にオンライン登録状況を記入し，投稿論文とともに
提出して下さい。著者が日本脳神経外科学会の会員
（様式
でない場合は,「自己申告による COI 報告書」
2）に，必要事項を記入の上，投稿論文とともに提出
して下さい。
なお，利益相反関係（例：研究費・特許取得を含む
企業との財政的関係，当該株式の保有，公的研究費
に基づくかどうか等）の有無を投稿論文本文の最後
に明記して下さい。
例 1：著者全員は日本脳神経外科学会への COI 自己
申告を完了しています。本論文の発表に関して開示
すべき COI はありません。
例 2：著者全員は日本脳神経外科学会への COI 自己
申告を完了しており，筆頭著者が昨年 1 月～12 月に
おいて本研究に関して開示すべき COI は以下のとお
りです。A社，B 社より研究費（年間 200 万円以上）
を，C 社より講演料（年間 100 万円以上）を得ていま
す。
例 3：著者のうち，
（XXX）は，自己申告による COI
報告書を「神経外傷」編集委員会に提出しています。
その他の著者全員は日本脳神経外科学会への COI
自己申告を完了しています。いずれも本論文の発表
に関して開示すべき COI はありません。

Ⅰ．総説・原著・症例報告

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）

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

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

f. 図 表 に は 必 ず 表 題 と 説 明 を 付 け ，写 真 は
unmounted，裏に番号，上下印，論文題名，著者

名を鉛筆で記して下さい。図表，写真の表題およ
び説明は英文で記入して下さい。写真はキャビネ
大，白黒を原則とします。カラー写真印刷の場合
は実費を負担して頂きます。組織写真には染色
法，スケールバーを明示して下さい。

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

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

《雑 誌》
著者名：題名．誌名，巻号数：頁-頁，西暦発行年.

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

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
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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。
）

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

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。

● 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。

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。

● 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。

Ⅱ．短報

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

《 短報：投稿規定 》
● 執筆分量
基本的に 400 字詰め原稿用紙換算で 10 枚以内（刷
り上がり・2 頁）
＊ 最大でも 400 字詰め原稿用紙換算で 20 枚以内
＊ 上記制限には，表紙・図表（3 点以内，なくて
も可）・図説・文献等を含みます。図表，写真
はキャビネ大のものを原稿用紙 1 枚と計算し，
それより大きいものは大きさに応じ原稿枚数を
調整して下さい。
● 送付内容
論文原稿
（表紙，本文，文献，図表の説明）
…3部
図表 …… 学会発表で使用したもの等，データ形式
でお送りいただいて結構です。
原稿内容を CD-R 等のメディアに収録し，印字さ
れた原稿と同時にお送り下さい。なお，メディア
は返却しませんので予め御了承下さい。

● 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。

● 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。

1）すでに他誌に full paper が掲載されている，ある

《 短報：執筆規定 》

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。

● 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．

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

【 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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