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スポーツにおける脳振盪に関する共同声明

── 第４回国際スポーツ脳振盪会議 ──【 解説と翻訳 】

溝渕 佳史 1

永廣 信治 1

荻野 雅宏 2

Paul McCrory3

スポーツ頭部外傷検討委員会（日本脳神経外傷学会）
【 解 説 】「スポーツにおける脳振盪に関する国際会議」はおよそ 4 年に一度開催される。2001 年にウィーンで
第１回会議が開かれ，第 2 回（プラハ，2004 年）
，第 3 回（チューリッヒ，2008 年）を経て，2012 年
には再びチューリッヒにて「第 4 回国際スポーツ脳振盪会議」が開催された。この 4 回にわたる国際
会議の目的は，選手の安全確保と健康改善であり，プロフェッショナル，アマチュアを問わず，ス
ポーツで脳振盪を負った選手の状態を正しく評価し，安全にスポーツに復帰させることを目指すも
のである。さまざまな分野のエキスパートが討論を重ねて「共同声明（consensus statement）
」を発
表する一方，脳振盪を負った選手の臨床所見を競技場内外で明らかにする評価ツール「Sport

Concussion Assessment Tool（SCAT）」が作成された。
SCAT2 から SCAT3 への改訂にあたって変更されたのは，重症な状態を早期に評価できるようにし
たことである。はじめに救急対応を取るべき状態（Glasgow Coma Scale が 15 点未満，精神状態の
悪化，脊髄損傷の可能性，症状の進行・悪化あるいは新たな神経症状の出現）が記載された。その
ため，SCAT2 では 3 番目の評価項目であった Glasgow Coma Scale が 1 番目に変更され，意識状態
の評価を早期に行うことを重視している。さらに 5 項目目に頚部の評価が加えられ，脊髄損傷など
の重症外傷を評価できるよう改訂された。バランステストの項目では，SCAT2 では Modified

Balance Error Scoring System（BESS）を用いて評価していたが，SCAT3 では BESS とつぎ足歩行
の両方か，もしくはどちらか一方を選択できるようになっている。また SCAT2 は 10 歳以上を対象
にしていたため，SCAT3 では 13 歳未満の選手用に Child SCAT3 が追加された。
以下は，

McCrory P. Consensus Statement on Concussion in Sport: The 4th international Conference
on Concussion in Sport, Zurich, November 2012. BJSM 47（5）: 250-258, 2013.
の翻訳である。
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序

ラハ 2004 およびチューリッヒ 2008 の各会議を経て共

文

有されている問題点を検証し，第 3 節ではこれらに
答える形で記載されている 1–3）。

この論文は 2012 年 11 月にチューリッヒで開かれ

■■ 脳振盪の定義

た「第 4 回国際スポーツ脳振盪会議」の審議に基いて
おり，第 1 回はウィーン（ 2001 年）
，第 2 回はプラハ

脳振盪をどのように定義するか，また脳振盪を軽

（ 2004 年）
，第 3 回はチューリッヒ（ 2008 年）におい

症外傷性脳損傷（mild traumatic brain injury; mTBI）

て，それぞれ開催された会議で採択された勧告の改

といかに区別するか，についてパネル・ディスカッ

定かつ最新版である 1–3）。

ションを行った。用語としての「脳振盪」と「軽症外

2012 年のチューリッヒでの共同声明は，以前に作

傷性脳損傷」はスポーツ頭部外傷に関する論文，特

成された報告書を骨格とし，問題点をさらに理解で

に米国の文献でしばしば同じ意味で使われている。

きるように発展させたものである。合意に至るプロ

しかし，これらは他の地域では異なった概念を意味

セ ス は 第 2 節 に 概 説 す る 。こ の 報 告 書 は ，レ ク リ

す る ， と い う こ と が Concussion in Sports Group

エーションからプロフェッショナルまでのすべての

（CISG）で確認された。脳振盪は必ずしも病理学的

レベルで，外傷を負った選手・競技者にかかわる医

な傷害を伴わない，低速度による脳の揺さぶりに

師や医務担当者（health care provider）が使用するこ

よって臨床症状がもたらされることを表す古典的用

とを前提としている。

語である。
「脳振盪」は外傷性脳損傷の範疇の一部で
あ り ，こ の 報 告 書 で は こ の 用 語 を 用 い る 。な お ，

この報告書に記す基本的な考え方は，著者らが最
終的に合意した結果であるが，脳振盪の科学的な理

ヨーロッパや近隣諸国では Commotio cerebri という

解は常に進歩しており，脳振盪への対応や競技への

用語がよく用いられていたことを付言する。脳振盪

復帰は個々の状態に応じて判断すべきである。なお，

の定義に関しては部分的な修正が行われ，以下のご

内容の変更やデジタル化をしないという条件で，こ

とくとなった。

の 報 告 書 や Pocket Concussion Recognition Tool

脳振盪は脳損傷のひとつであり，生体力学的作用

（ Pocket CRT）， Sports Concussion Assessment Tool

により脳組織へ影響を及ぼす複雑な病態生理学的プ

3（SCAT3），Child-SCAT3 のコピーや配布は自由に行

ロセスと定義される。脳振盪の本質は，以下の臨床

うことができ，むしろそれを奨励したい。ただしそ

的，病理学的，生体力学的特徴が参考になる。

1. 脳振盪は頭部，顔面，頚部への直接的な打撃

の場合は，これらをもとの形のままで配布すること

もしくは頭部へ伝播する他部位への衝撃に

が必要である。
この報告書は以下のセクションに分かれている。

よって生じる。

1. 脳振盪の概要と管理について，前回の会議か

2. 典型的な脳振盪では，自然に回復する短時間

ら更新された点

の神経機能障害が急激に起こるが，ときに症

2. 合意までのプロセスと背景

状が分～時間単位で続くことがある。

3. 会議で討論された主な問題点の要約

3. 脳振盪が神経組織の病理学的変化を生じてい

4. SCAT3， Child-SCAT3 お よ び Pocket CRT の

る可能性は否定できないが，急性期の臨床症
状は主に解剖学的障害よりも機能的障害を反

説明

映しており，一般的な神経画像検査では異常
は見られない。

4. 脳振盪はさまざまな重症度の臨床徴候を示し，

第 1 節 ： スポーツ脳振盪とその管理

意識障害は伴ったり伴わなかったりする。臨
床症状や認知機能は通常，時間経過とともに

チューリッヒ 2012 年の共同声明は，スポーツ脳振

順次軽快するが，ときに症状が長引く可能性

盪とその取扱いに関して，以前のウィーン 2001，プ

があることには注意が必要である。

2
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E. 脳振盪と診断されたプレーヤーは，受傷当日

■■ 脳振盪からの回復

に競技に戻ることはできない。

子供や思春期の若者では脳振盪からの回復に長い

すべての外傷を負った選手が正しい医学的評価を

期間を要する場合があるが，大多数（ 80～ 90％）は

受けるためには，競技場内外において十分な時間と

短期間（ 7～10 日間以内）で回復する 2）。

適切な設備が必要である。一部のスポーツにおいて
は，試合の流れに影響することなく，また負傷選手

■■ 脳振盪急性期の症状と徴候

の所属するチームが不当にペナルティーを科される

急性期脳振盪の診断は臨床徴候，身体的徴候，認

ことなく，フィールド外での医学的評価が受けられ

知障害，神経徴候，睡眠障害などを含むさまざまな

るよう，ルールの変更も必要かもしれない。脳振盪

評価により成り立っている。さらに脳振盪の詳細な

の診断と競技への復帰可否は，臨床的判断に基づい

病歴は，負傷した選手の評価や，競技復帰が可能か

て医学的に決定されることを強調したい。

否かを評価する上で重要な要素である。脳振盪の臨

サイドラインでの認知機能の評価は，この脳振盪の

床的検査の詳細はこの文書の付録にある SCAT3 と

検査に不可欠な要素である。注意力と記憶力を評価す

Child-SCAT3 で概説される。

る簡易式の神経心理テストは，実用的かつ効果的であ

脳振盪が疑われるのは，以下の徴候が 1 つ以上見

ることが知られている。マドックス試験 4,5）と標準脳
振 盪 検 査（ Standardized Assessment of Concussion;

られたときである，

1. 身体面の症状（例：頭痛）や認知面の症状（例：

SAC）6–8）を 組 み 合 わ せ た 簡 易 神 経 心 理 テ ス ト は

霧の中にいるような感覚）
，感情面の症状（例：

SCAT3 にも含まれている。時，人，場所など一般的

不安感）

な見当識に関する質問は，スポーツ現場においては

2. 身体的な徴候（例：意識消失，健忘）

記憶の評価に比べて信頼性が低いことは注目すべき

3. 行動の変化（例：易刺激性）

である 5,9）。しかしながら簡略化された検査法は，サ

4. 認知機能障害（例：反応時間遅延）

イドラインにおいて即座に脳振盪をスクリーニング

5. 睡眠障害（例：不眠）

することを目的としたものであり，急性期の諸症状

もしこれらの徴候が 1 つ以上認められる場合，脳

に隠れてはっきりしないわずかな障害をも検出する，
専門家による包括的な神経心理検査にとって代わる

振盪を疑って適切に対応すべきである。

ものではない。またスポーツ脳振盪を，この簡易式

■■ 急性期脳振盪のフィールド内

検査法のみで判断し対応してはならない。

もしくはサイドラインでの評価

諸症状や認知障害は脳振盪のエピソードから数時

選手が何か脳振盪の症状を呈したときは，

間後に遅れて出現することもあり，脳振盪は急性期

A. 一般的な救急処置の基本原則に基づいて医学

には進行しうる損傷と見なして経過を追うべきであ

的に評価すべきだが，特に頚椎損傷を正しく

る。

評価，除外することが重要である。

■■ 医療従事者による救急外来

B. 受傷した選手を移送するか否かは，治療にあ

あるいは診察室での評価

たる医務担当者が迅速かつ適切に決定する。
担当者が手配できないときは，選手をフィー

脳振盪を起こした運動選手は，外傷直後に救急外

ルドから安全に移動させ，早急に医師の判断

来や診察室を受診する場合もあれば，現場の医務担

を仰ぐ。

当者から紹介されて来院することもある。これまで

C. 初期治療がなされたのちは，SCAT3 や同様の

に述べてきたことに加えて，診察の上で重要な点は
以下のとおりである。

ツールを用いて脳振盪を評価する。

D. 受傷後は選手を 1 人にしない。受傷後数時間の

A. ていねいな病歴聴取と心理状態（mental status），

あいだは，症状の悪化がないか持続的な観察

認知機能，歩行と平衡機能検査を含んだ詳細な

が不可欠である。

神経診察。

3
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B. 受傷時から改善あるいは悪化があったかどうか

分子やサイトカインの変化が示されているが， 現段

を含め，患者の臨床状態を判定する。そのため

階ではこれらがどのようにスポーツ脳振盪に影響し

には事故を目撃した親やコーチ，チームメイト

ているかは不明である 24–31）。さらに細胞レベルの障

から情報を補う必要も出てくる場合がある。

害を検出する方法として，血清と脳脊髄液でのマー

C. 器質的病変を含む重症脳損傷を否定するため，

カー（S-100，ニューロン特異的エノラーゼ［NSE］
，

緊急に画像診断を行うか否かを決定する。

ミエリン塩基性蛋白質［MBP］
，GFAP，タウ蛋白な

これらのポイントはおおむね SCAT3 の評価に含め

ど）
が脳損傷時のバイオマーカー候補として提案され
ているものの，これらをルーチンに臨床応用するこ

られている。

とを支持する根拠は現在のところない 32–38）。

■■ 脳振盪診断についての研究成果

さまざまな電気生理学的検査（例えば誘発反応電

脳振盪の診断や除外のために，さまざまな分野の

位，皮質磁気刺激や脳波検査）が脳振盪で異常を示

検査が行われる。従来の神経画像診断は，脳振盪で

すことも報告されているが，コントロール群と脳振

はふつう正常である。脳 CT（または MRI）は脳振盪

盪を起こした運動選手群とを明確に区別できる検査

の評価にはほとんど役に立たないが，脳内あるいは

はない 39–45）。

その他の器質的障害（例：頭蓋骨骨折）が疑われると

■■ 神経心理検査

き，例えば遷延する意識障害や神経学的脱落所見，
症状の悪化があった場合などには，積極的に行うべ

脳振盪に対する神経心理検査は臨床的な価値が高

きである。

く，脳振盪を評価するうえで重要な情報を提供する

機能的 MRI（fMRI）のような画像診断法は，脳振

ことが示されている 46–51）。多くの症例において，認

盪における重症度や回復に関連した賦活パターンを

知機能の回復は脳振盪症状の回復と平行しており，

示す 10–14）。まだ一般的な検査とはいえないものの，

一部の例外を除いて臨床症状が改善した後に認知機

脳振盪の病態生理学的メカニズムの解明に新たな発

能の改善がみられる。したがって認知機能は特に，

見をもたらす可能性がある。他の画像診断技術（例：

競技復帰の可否を評価する際に重要な要素であるこ

PET-CT，拡散テンソル画像，MRS）もときに有用

とが示唆されている 52,53）。しかしながら，神経心理

だが，検査としてはまだ研究段階にある。

検査が単独で脳振盪評価の基準となるわけではなく，

精 密 機 器 な し で 行 う 臨 床 平 衡 感 覚 検 査（例 ：

さまざまな領域の評価や検査結果から得られた臨床
的判断を補うものと位置付けるべきであろう。

Balance Error Scoring System；BESS）や精巧な重心
測定技術を用いた研究では，脳振盪後の姿勢不安定

すべての運動選手は自身のトータル・マネージメン

性が受傷後 72 時間続くと報告されている。これは姿

トの一部として，
（認知機能の検査を含めた）臨床的

勢安定性のテストが運動機能の客観的評価に有用で

な神経学的検査を受けることが望ましい。また今後

あることを示唆し，特に選手が平衡感覚に関わる症

は PC 上で，神経心理検査をソフトウェア化したスク

状を呈している場合には，信頼性の高い検査法と考

リーニング・ツールが多用されることになるだろう。

えられる 15–21）。

すべての運動選手に正式な神経心理検査が必須と

アポリポ蛋白（Apo）E4，アポリポタンパク E プ

いうわけではないが，必要とされる場合には，熟練

ロモータ遺伝子，タウポリメラーゼや他の遺伝子

した神経心理士が担当する方がよい。研鑽を積んだ

マーカーが，スポーツ脳振盪の経過，予後にどのよ

神経心理士は心理検査の結果を解釈するには適任で

うな意義を持つかは今のところ明らかではない 22,23）。

はあるが，最終的な競技復帰可否については，可能

重症脳損傷における臨床データや動物実験によると，

な限り多く分野にまたがった情報を統合し，医学的

インスリン様成長因子 -1（IGF-1），IGF 結合蛋白 -2，

に判断する必要がある。神経心理検査や他の検査

線維芽細胞増殖因子，Cu-Zn スーパーオキシドジス

（例えば平衡感覚検査）を行っていない場合には，競

ムターゼ，スーパーオキシドジスムターゼ-1（SOD-

技復帰にあたっていっそう慎重な判断が必要である。

1），神経増殖因子，GFAP や S-100 など，いろいろな

神経心理検査は，臨床的な症状がない選手の競技復
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Table 1 段階的競技復帰プロトコール
リハビリテーションの段階

1．活動なし

各リハビリテーションの段階における運動
症状により，体と認知機能の休息

各ステージの目標
回復

最大心拍数 70％以下の強度での歩行

2．軽い有酸素運動

心拍数の増加

水泳室内サイクリング
抵抗のないトレーニング

3．競技に関連した運動

アイスホッケーにおけるスケート訓練，サッ
カーにおけるランニング

4．接触プレーのないトレーニング

より複雑なトレーニング（例えば，サッカーや
アイスホッケーにおけるパス練習）

頭部への衝撃となる活動は控える

運動負荷

運動・協調・認知負荷

筋力トレーニングを始めても良い

5．接触プレーを含むトレーニング

医師の診察後に通常練習参加

競技復帰

通常の競技参加

自信の回復とコーチン
グスタッフによる機能
評価

帰を判定する際に使われることが多いが，受傷直後の

的効果や適正な休養期間とその内容を評価する研究

早い段階で重要な情報を提供することもある 54,55）。例

が必要である。現時点でエビデンスのある提言はで

えば小児の運動選手が学校生活への復帰を決める際

きないが，コンタクトスポーツに戻る前段階で学校

には，検査は早期に行う。この場合，熟練した神経

や課外活動，社会活動にも徐々に復帰することとし，

心理士との協議により復帰を決定することが望まし

症状の悪化をもたらさないよう配慮する必要があろ

い 56,57）。

う。

委員会は，シーズン前などに基準値となる神経心

症状の回復が遅い場合に低負荷の運動から再開す

理検査を行っておくべきか否かについても検討した。

ることは有用と思われるが，最適な再開時期がいつ

これは，すべての選手や競技に必須ではないが，受

かは不明である。

傷後の評価に有用な情報を追加するだけでなく，選

前述のように，大多数の外傷は数日で自然に回復

手に脳振盪の意味を理解してもらう点でも有用だろ

するので，回復後に段階的な競技復帰へと進むこと

う。ただし現時点では，基準値となる神経心理検査

が望まれる 58）。

を広くルーチンに行うことを推奨する十分なエビデ
ンスは得られていない。

■■ 段階的競技復帰プロトコール

■■ 脳振盪の管理

帰には段階的なプロセスを必要とする。

Table 1 で示されるように，脳振盪後の競技への復

脳振盪管理の基本は，まずは急性期の症状が消失

このプロセスでは，ある段階で無症状なら選手は

するまで体と心を休養することであり，次に医学的

次の段階に進むことができる。一般にそれぞれの段

に問題なしと判断されて競技に復帰するまで，段階

階には 24 時間が必要で，選手がこのリハビリプログ

的に活動強度を上げてゆくことである。スポーツ脳

ラムを完遂するには，安静時ならびに運動時に無症

振盪後の休養の効果を評価した文献は少ないが，受

状という段階を経てから約 1 週間を要する。もし段

傷後の急性期症状を有する期間（24～ 48 時間）の休

階的なプログラム中に脳振盪症状が認められた場合

養は効果的であろう。正しく休養を取ることの長期

には，24 時間の休息期間を経た後，症状が出現しな
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い以前のレベルに戻ってから再び段階を踏んでゆく

帰の決定にあたっては，治療に携わる医師の慎重な

べきである。

判断が必要である。

■■ 競技への同日復帰禁止

■■ シーズン前の脳振盪評価の意義

脳振盪を起こした当日に競技に復帰すべきではな

多くの運動選手が過去に受けたすべての脳振盪を

いことについては，一切の反対なく合意が得られた。

記憶・認識していないこともあるが，それでも詳細

脳振盪を負った同日に競技復帰を許された高校生，

な脳振盪の病歴聴取は重要である 69–72）。脳振盪の既

大学生が，競技場での検査では明らかにはならない

往歴を明らかにすることで，選手がハイリスク群に

神経心理検査上の異常を示す例や，症状が遅れて発

属するか否かを前もって知ることができ，関係者に

生する例も多く認められるからである 59–65）。

も選手本人にも，脳振盪の重要性を教育する機会と
なる。脳振盪の病歴聴取は過去の脳振盪回数だけで

■■ 複雑な症状または持続する症状を呈した

はなく，脳振盪受傷以前の症状や回復までの期間に

脳振盪患者

ついての質問も含むべきである。チームメイトや

脳振盪では 10〜 15％に症状の遷延（＞10 日間）が

コーチらに脳振盪について質問しても，その記憶は

報告されている。一般に，遷延する症状は脳振盪に

当てにならないことが多い 69）。過去の頭部，顔面，

特異的ではないので，他の病態を考慮することも重

頚部の外傷に関しての情報も必要で，特に顎顔面外

要である。臨床症状の回復が予想される期間（10 日）

傷や頚部外傷がある場合には脳振盪の合併を見落と

を超えるスポーツ脳振盪の症例は，スポーツ脳振盪

さないようにする。過去の受傷の衝撃の大きさとそ

の診療経験が豊富な医療従事者によって，多角的な

の後の症状について質問しておけば，外傷に対する

方法で治療されるべきである。

脆弱性を認識することもできよう。病歴聴取では，
過去または最近の受傷時の防具装着の有無も重要で

■■ 心理学的な管理とメンタルヘルス問題

ある。

心理学的なアプローチは，のちに述べるこの種の

シーズン前の評価を目的とした診察は同時に，選

障害に有効であろう 66,67）。うつ状態や不安などの感

手に脳振盪を理解させ，必要に応じてプレースタイ

情にかかわる症状はいろいろなタイプの外傷性脳損

ルを見直す機会を提供することにもなる。

傷においてよくみられるが，医師による心理学的評

■■ 脳振盪管理に影響を与える要因

価は脳振盪を負った選手に対しても必要である 58）。

脳振盪の診察・評価とそのマネージメントにはさ

■■ 薬物療法の役割

まざまな要因が影響する。要因によっては，症状が

スポーツ脳振盪での薬物治療は，2 つの異なった状

持続し長期化する可能性を示唆することもあるし，

況で適用される。ひとつは持続する特異的な症状

何ら関係ないこともある。これらの要因は，詳細な

（例えば睡眠障害や不安）の治療に用いる場合であ

脳振盪の病歴を聴取する際に考慮すべきものであり，
Table 2 にその概略を示す。

り，もうひとつは脳振盪症状の持続時間を短縮する

〔 女性 〕

目的で，原因となっている脳振盪の病態生理を修飾
するために用いる場合である 68）。薬物治療は，原則

女性であることが脳振盪のマネージメントに影響

として脳振盪治療に造詣の深い医師が行うべきであ

しうるか否か，委員会のパネリストは詳細に議論を

る。

重ねた。性別が外傷のリスク要因であり，傷害の重

競技復帰において大事なことは，脳振盪を起こし

症度に影響を与えうることは知られているが，現在

た選手が単に無症状ということだけでなく，脳振盪

までに発表されている研究結果からは，性別を脳振

の症状をマスクしたり修飾したりするような薬物を

盪に影響を与える因子に含めるか否かの結論は得ら

服用していないかという点である。抗うつ薬が脳振

れなかった 73–75）。

盪後の経過観察中に開始された場合などは，競技復
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Table 2 脳振盪修飾因子
要素

逆行性健忘は外傷後の検査時期によっても変化する
ので，外傷の重症度をあまり反映しない 83,84）。

修飾因子

〔 運動障害と痙攣発作 〕
外傷後のさまざまな運動障害（例：強直性姿勢）や

回数
症状

けいれんは，脳振盪の重症度に関係している可能性

期間（10 日以上）

はある。ただ，これらは症状としては劇的であるが，

重症度
徴候

1 分以上続く意識消失，健忘

続発事項

痙攣発作

時間的要因

一般に良性で特別な治療を必要としない 85,86）。
〔 うつ症状 〕
うつ症状のようなメンタルヘルスに関する問題は，
スポーツ脳振盪を含めた外傷性脳損傷後の一症状で

頻度：何度も繰り返す脳振盪

あるとみなされている。fMRI を用いた神経画像診断

タイミング：短期間に繰り返す外傷

の研究は，脳振盪後の抑うつ状態が，うつの辺縁

直近の脳振盪または外傷性脳損傷

系－前頭葉モデルに関わる病態生理学的異常を反映

閾値

弱い衝撃力によって起こる繰り返す
脳振盪，または，繰り返す脳振盪か
らの回復遅延

年齢

18 歳未満の小児および青年

している可能性を示す 34,87–97）。このようなメンタル
ヘルス関連の諸問題には多くの要因が影響すること
が普通だが，担当医はこれらも脳振盪の一部である
ことを認識して治療にあたる必要がある。

■■ 特殊な競技人口

偏頭痛，うつ状態，その他の精神疾
併存症, 既往歴 患，注意障害・多動性障害，学習障
害，睡眠障害
服薬

精神作動性薬物，抗凝固剤

行動

危険なプレースタイル

スポーツ

リスクの高い競技，接触や衝突のあ
るスポーツ，上級者

〔 小児ならびに中学高校生の選手 〕

13 歳以上の選手には，これまで述べられた脳振盪
の評価と管理が推奨された。それ以下の年齢では脳
振盪の症状が成人と異なることが報告されており，
年齢に合った症状のチェックリストが必要である。
脳振盪を起こした小児ならびに中学高校生の選手に
対しては，教師や学校からの情報や本人および両親
からの情報を含めて，医療従事者が臨床的な評価を
行うほうがよい 98–104）。別掲の Child-SCAT3 は 5～12

〔 意識消失の重要性 〕
中等度から重度の外傷性脳損傷治療に際しては，

歳の脳振盪を評価することを目的として作成された。

意識消失の持続時間は予後に影響する因子のひとつ

若干の相違はあるが，神経心理検査による判定は

として挙げられる 76）。脳振盪に関しても，意識消失

大まかには成人と同じである。通学を再開する際の

が早い段階からみられる場合に特定の認知機能障害

評価と，家庭生活を送る上での注意点を明らかにす

と関係することが報告されているが，外傷の重症度

るための評価では，検査時期が異なる。認知機能検

の尺度とはならないとも記載されている 77,78）。しか

査を行う場合には，通常 10 代後半まではまさに認知

しながら，1 分以上続くような意識消失は，脳振盪治

機能の成熟過程であるので，年齢に即したものを使

療において考慮すべき要因のひとつであることで意

用すべきである 20）。この年代では熟練した小児神経

見が一致した。

心理士が検査を行うことが重要で，特に学習障害あ

〔 健忘と他の症状の重要性 〕

るいは注意障害や多動性障害を持っている子どもた

外傷後健忘が外傷の重症度の指標になるかどうか

ちの評価には，より高度な技能が必要である 56,57,98）。
小児ならびに中学高校生の選手は受傷後，学校生

が見直された 64,79,80）。脳振盪後症候群の原因や程度，
持続時間は，健忘そのものの存在やその持続時間よ

活に復帰する前にスポーツや身体活動を再開すべき

りも重要であることが示されている 77,81,82）。さらに

ではない。さらに「認知機能の休息」という概念とし
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て，症状を悪化させる可能性がある日常生活上の活

■■ 外傷の予防

動も制限する必要性が強調された。授業に出席した

〔 保護防具：マウスガード とヘルメット 〕

り学校での活動に参加したりすることも，症状の誘
発を避けるために何らかの変更が必要である。小児

マウスガードが歯や口腔，顔面の外傷を防ぐこと

期では症状消失までに成人より長い期間を必要とす

は確かだが，脳振盪を予防するというエビデンスは

る可能性があり，臨床的に完全に症状がなくなるま

ない。生体力学的研究により，ヘッドギアやヘル

でスポーツに復帰すべきではない。

メットが脳への衝撃を減少させることは明らかに

小児ならびに中学高校生には脳振盪後に成人とは

なったが，脳振盪の発生を抑えるとしての適用には

異なる生理学的反応があり，より長期の回復期間を

至っていない。スキーやスノーボードでは，ヘル

要し，また頭部打撲に関連する特定のリスク（例え

メットは頭部や顔面の外傷を予防することが示され

ばびまん性脳腫脹）などもあることから，競技復帰

ており，アルペンスポーツへの参加者には着用が推

にあたってはより慎重なアプローチが勧められる。

奨されている 115–118）。自転車競技やオートバイ，馬

症状がなくなるまでに安静にしている期間や，段階

術などの特定のスポーツにおいても，ヘルメットは

的に負荷を増してゆく期間も延長を要する場合があ

硬い地面との衝突による頭部外傷（例えば頭蓋骨骨

る。小児ならびに中学高校生では選手のレベルにか

折）を防ぐ可能性があるので，外傷予防には重要で

かわらず，脳振盪を起こした当日に競技に復帰する

ある 118–130）。

ことは適切ではない。脳振盪に影響を与える要因が

〔 ルール変更 〕

成人より多く，競技復帰には慎重な助言が必要であ

頭部外傷の発生頻度や重症度を減少させるための

る。

ルール変更も，因果関係が明らかな特定のスポーツ

〔 一流選手とその他の選手 〕

では必要であろう。例えばサッカーでは，ヘディン

すべての運動選手は，その競技レベルにかかわら

グ時の攻防の際に上肢が頭部に接触することが，脳

ず同じ治療と競技復帰プロトコールが適用されるべ

振盪の原因のおよそ半数を占める 131）。前述したよう

きである。競技レベルの違いよりも，脳振盪を評価

に，あるスポーツではサイドラインで医学的評価を

する有効な手段と専門家の有無が，その管理に重要

受けられるようにルールを変更する必要があるかも

な意味を持つ。多くの種目，選手にとって神経心理

しれないが，その際には選手の立場を損なうことな

検査は一般的なものではないが，特に危険性が高い

く，また試合の流れに影響したり，所属チームに不

スポーツでは，競技者の年齢やレベルとは関係なく

利とならないような配慮が必要である。ルール変更

その評価が行われることが望ましい。

は外傷に影響する大きな要素になり，審判が重要な

〔 慢性外傷性脳損傷 〕

役割を果たすことになる。

運動選手の脳外傷管理に関わる臨床医は，外傷に

〔 リスクの代償 〕

よって長期間に及ぶ問題が発生する可能性があるこ

防具を使用する上での重要な問題はリスク代償の

とも知っておくべきである。発生率は不明であるも

概念である 132）。リスク代償とは，防具の使用が危険

のの，アスリートたちの中には，タウ蛋白の異常に

なプレーテクニックを助長し，結果として外傷の発

よる慢性外傷性脳損傷（CTE）の発生が報告されてい

生頻度が増すという予期せぬ結果をもたらすことで

る。脳振盪やコンタクトスポーツが慢性外傷性脳損

ある。その頻度については，本冊子に発表されてい

傷の発生原因として関与しているか否かについては

るレビューが詳細に論じている。特に小児・学童期

十分な証拠はない 105–114）。現時点では，慢性外傷性

の選手に懸念され，頭部外傷の発生率は成人のアス

脳損傷の症例研究を注意深くみていく必要がある。

リートよりもしばしば高い傾向がある 133–135）。

慢性外傷性脳損傷に関するメディアの報道を受けた

〔 スポーツにおける積極性と暴力 〕

両親，選手の不安を取り除くことも重要である。

スポーツの競争的側面は，プレーヤーや観客を楽
しませるものであり，制限すべきではない。しかし，
暴力的な行為には脳振盪リスクを増やす可能性があ
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ることを，各競技団体は協調するべきである 136,137）。

ついて討論が繰り広げられた。
第 3 回国際スポーツ脳振盪会議は 2008 年 10 月 29～

フェアプレーと相手への敬意は，スポーツの重要な

30 日に，スイスのチューリッヒで行われた。これは

要素として支持されねばならない。
〔 知識の伝達 〕

米国 NIH の定める組織的なガイドラインに則り，正

脳振盪の治療や予防には限界があるので，選手や

式なコンセンサスのための会議としてデザインされ，

学生，一般社会に対する教育こそが最も重要である。

以下の基本原則が遵守された。

選手，審判，トレーナーや両親，コーチ，医療従事

1. 種々の議題についてバランスよい議論ができ

者らは脳振盪をいかに見出すか，脳振盪にどのよう

るよう，民間の支持母体がない，多分野にわ

な臨床的特徴があるか，いかにして安全に競技に復

たる委員が招集された。委員会のメンバーは，

帰させるか，などについて，十分な教育を受けなけ

科学的または商業的に利害関係にあるものは

ればならない。ウェブ上の資料や教育ビデオ，国際

除外され，臨床医学，スポーツ医学，神経科

的な支援活動などを通じて，より効果的にメッセー

学，神経画像診断学，トレーニング科学，ス

ジを伝えることも重要であろう。この問題を提議し，

ポーツ科学のエキスパートが集められた。

着手した私たち脳振盪に関する作業部会は，国際

2. これらの各分野のエキスパートは，まず公開

サ ッ カ ー 連 盟（ FIFA），国 際 オ リ ン ピ ッ ク 委 員 会

セッションでデータを発表し，その後に質問

（ IOC）， 国 際 ラ グ ビ ー 委 員 会 （ IRB；現 World

と議論の時間を設けた。次に非公開の会議に
移り，最終的な共同声明を作成した。

Rugby），国際アイスホッケー連盟（IIHF）とともに，
いっそう精力的に活動しなくてはならない。すべて

3. 会議の方向性をはっきりさせるために多くの

のスポーツと競技団体はフェアプレーと相手への敬

詳細な問いが用意され，前もって委員に提示

意を重んじることとし，同様にコーチ，親，チーム

された。委員会の主な任務は，これらの問い

関係者らが，この価値感をフィールドにおいても尊

に対して回答することであった。それぞれの

重することが重要である 58,138–150）。

質問は次節に概説される。

4. 体系的な文献レビューも準備され，会議中に
言及できるよう，あらかじめ委員に配布され
た。

第 2 節 ： 共同声明に至るプロセスと背景

5. 共同声明は本会議の科学的な記録として作成
された。

2001 年 11 月に，オーストリアのウィーンにおいて

6. 共同声明は広く共有され，現在の医療と将来

第 1 回国際スポーツ脳振盪会議が開催された。この

の研究の両方に対して大きな影響を与えるで

ミーティングは IIHF が主体となり，FIFA と IOC の

あろう。

医学委員会と提携して企画された。将来にわたって

委員長はいかなる見解にも関与せず，合意のため

有用なものとするために，この分野におけるリー

のセッションを方向づけ，そして委員会の審議を正

ダーシップをとり，更新を重ねる必要性が確認され

しく導くことにのみ責任を負った。パネリストは臨

た。第 2 回会議は 2004 年 11 月にチェコのプラハに

床医，大学教授，スポーツ脳振盪の研究者らから選

て，メンバーに IRB を加えて開かれた。シンポジウ

出された。彼らはそれぞれの所属機関を代表して出

ムの当初の目的はアイスホッケー，ラグビー，フッ

席したわけではなく，この分野における専門知識，

トボール（サッカー）や他のスポーツにおいて，脳振

経験，理解度が深いために選出された。

盪を負った選手の安全を保ち，健康に寄与する勧告

第 4 回の国際スポーツ脳振盪会議は 2012 年 11 月

を行うことであった。この目的のもと，多領域の専

1～3 日に，スイスのチューリッヒにおいて，第 3 回

門家が招かれ，疫学，基礎ならびに臨床科学，重症

会議と同じアウトラインで開催された。すべての演

度分類，認知的機能評価，新しい研究手法，防具，

者，コンセンサス委員会のメンバー，要約の著者に

管理，防止策や長期予後など 1,2），さまざまな議題に

は，国際医学雑誌編集委員会の定める利益相反につ

9

神経外傷 Vol.39 2016

いての書面に署名することが課せられた。

られるか否かにかかわらず，脳振盪の診断に必須で

〔 法的な留意事項 〕

はないことが確認された。
（ McCrory P. What is the

この共同声明文は現時点での知見に基づくもので

lowest threshold to make a diagnosis of concussion?
BJSM 47: 268-271, 2013 ）

あり，新しい知見が見いだされるに伴って改変され
る必要がある。これはスポーツ脳振盪のマネージメ

2. 受傷当日に脳振盪を確実に診断または除外でき

ントに携わる医務担当者にとって重要と思われる問

るツールや検査があるか？

題を概説したものにすぎず，治療の標準化を意図し
ているわけではないし，そのように解釈されるべき

脳振盪の診断は，もっぱら受傷のメカニズムや徴

ではない。この文書は単なる指標であって，医療従

候，症状の観察に基づいて臨床的に下されるもので

事者が行う一般的な診療行為を示唆するのみであり，

ある。スポーツ脳振盪は意識消失や明確な神経症状

個々の治療はそれぞれの症例や環境に基づいて行わ

を伴わないことが多く 151–154），軽い脳振盪の場合，

れるべきである。

選手は少し混乱してはいるが明確な健忘症状を欠く。

この文書は後日再検討され，2016 年 12 月 1 日まで

さらにほとんどの脳振盪は神経画像検査（例えば CT

に更新される予定である。

や MRI）では診断できない。神経心理検査のなかに
は競技スポーツにおける脳振盪急性期の評価に有用
なものがあり，臨床医が脳振盪を診断する際に症状
や機能的障害についての重要な情報源になる。しか

第 3 節 ： 2012 年のチューリッヒで検討された

し，それ単独で脳振盪を診断できるわけではない。

諸問題

（ McCrea M. Day of injury assessment of sport-related

concussion. BJSM 47: 272-284, 2013 ）
以下の各問題は，本誌（BJSM 47（5）, 2013）でそ

3. 脳振盪を負った成人選手をフィールドで評価す

れぞれ系統的にレビューされた主題の概要である。

る際に，現時点で最も良い方法は何か？

それぞれの引用文献とトピックの詳細に関しては，
各レビューをご参照いただきたい。

フィールドにおいて競技中の選手の脳振盪を察知
し，これを評価することは医務担当者の重要な役割

1. 受傷直後の選手が「脳振盪ではない」と判断さ

である。競技を進めるうえで時間的制約は避けられ

れたとき，それは何と呼ぶべきか？

ず，プレー継続を希望する選手の脳振盪を評価する

脳振盪の診断上，認知機能障害は主たる要因か？

際には，しばしば迅速さが求められる。重症例を見

コンセンサス委員会は，脳振盪が急性期に速やか

逃さず，競技への参加中止を決定するためには，標

に臨床症状が変化する進行性の傷害で，脳での生理

準化された客観的評価法が必要である。フィールド

学的障害を反映している，という見解で一致した。

内での脳振盪の診断は，症状が不安定であり迅速を

脳振盪はその診断，評価，管理に関して，スポーツ

要する。またサイドラインでの評価法にも特異度や

医学の中で最も複雑な障害の一つであるといえる。

感度，症状に対する信頼性などの課題があり，その

スポーツ脳振盪の過半数は意識消失や明らかな神経

診断は容易ではない。しかしサイドラインにおける

徴候を伴わない。現在までのところ，スポーツドク

診断は受傷をいかに正しく認識し，どのように症候

ターが脳振盪を即座に診断しうる正確な診断テスト

を評価し，認知機能，脳神経機能ならびに平衡機能

あるいはマーカーはない。したがって，外傷によっ

を検査し評価するかにかかっている。脳振盪による

て一過性の神経学的症状が生じた場合には，脳振盪

障害はしばしば進行性で，徴候や症状が遅れて出現

を除外することはできない。このような場合，すべ

する場合もあり，検査を繰り返すことが必要である。

てにおいて競技を中断し，後述するような脳振盪の

そのため，何か問題が起こっている可能性があると

評価を医療従事者や医務担当者から受けることにな

きには，選手を競技に復帰させない，という慎重さ

る。また，認知機能の障害は，受傷後急性期に認め

も重要だろう。1996 年にアメリカ神経学アカデミー
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が提唱した標準脳振盪検査（Standardized Assessment

は，受傷後数日間に明らかな変化として検出され，

of Concussion）は，脳振盪が疑われる選手の評価に

正常に戻るには通常 1～3 週間を要する。症状の出現

有 用 だ が ，臨 床 医 の 判 断 に 代 わ る も の で は な い 。

と回復のスピードはさまざまであり，総合的なス
ポーツ脳振盪プログラムの一部として，これら 3 つ

（ Putukian M. Onfield assessment of concussion in the

adult athlete. BJSM 47: 285-288, 2013 ）

の項目を評価する重要性が強調されている。
神経心理検査は脳振盪管理に重要とされてきた。

4. SCAT2 をどのように改訂するか？

神経心理士は，神経心理テストを解釈する資格を有

脳振盪を負った選手の臨床所見をはっきりさせる

し，スポーツ脳振盪を管理する様々な技術を多くの

ために，種々の検査を評価に取り入れられるべきで

領域に用いて重要な役割を果たす。これまでいくつ

あるとの見解で一致した。重要な臨床所見は SCAT

かのプロスポーツや大学，高校で，神経心理検査を

のような多彩な項目を持つ検査法を使うことによっ

臨床的診断の補助として用いる脳振盪管理プログラ

て合理的に確かめられる。どんなスポーツ環境で

ムも開発されており，いつも経験ある神経心理士に

あっても，ベースラインとなる受傷前の検査が勧め

依頼することは実際には難しいので，短時間で行え

られるが，より信頼できる評価法となるためには，

る PC 上の認知機能評価ソフトウェアが世界的に望ま

さらなる研究が必要である。

れている。しかしこれらは正式な神経心理検査の代

新たな SCAT のテスト項目（SCAT3）では，まず

用とはならない。現時点では，コンピュータ上の神

GCS を用いて速やかに重症度を評価し，次いで脳振

経心理検査をルーチンに広く使用することを推奨す

盪の徴候を観察し記録する。脳振盪の可能性がある

る に 足 る エ ビ デ ン ス は な い 。（ Echemendia RJ.

場合は，症状やその重症度，認知機能や平衡感覚機

Advances in neuropsychological assessment of sport-

能を評価する。これらの検査は，競技による疲労の

related concussion. BJSM 47: 294-298, 2013 ）

影響を避けるため，サイドラインで 15 分以上の休憩

6. 脳振盪の診断と回復の評価に新しい指針やテク

をとった後に行うことが勧められよう。この 15 分と

ノロジーを用いるエビデンスがあるか？

いう数字に特別な根拠がないことも指摘されたが，
検査の前に休養が必要であるという意見には合意が

脳振盪の検査を目的とした iPhone／スマートフォ

得られている。最近の研究により，King-Devick テ

ン・アプリ，定量的な脳波検査，自動感覚／運動検

ストや臨床反応時間テストなどの視覚に関する検査

査，遠隔医療，視点追跡技術，機能的／先進的画像

が，フィールドにおける脳振盪の評価に有用である

診断，頭部衝撃センサーなど，多くの新たな技術や

ことが示唆されている。これらを取り入れるべきか

ソフトウェアが存在するが，現時点ではまだ，その

も検討すべきだが 155,156），サイドラインで用いるに

有用性は限定され，診断に有効であるというエビデ

は 実 際 的 で は な い 可 能 性 も 残 さ れ て い る 。な お

ンスはない。もちろん将来の進歩とともに，これら

SCAT3 は年齢 13 歳以上の評価に適用することに同意

技術の役割を検討していくことは重要である。

が得られ，13 歳未満の子どもたちのために新しいツー

（ Kutcher JS. What evidence exists for new strategies

（ Guskiewicz KM.
ル（Child-SCAT3）が開発された。

or technologies in the diagnosis of sports concussion

Evidence-based approach to revising the SCAT2 :

and assessment of recovery? BJSM 47: 299-303, 2013 ）

introducing the SCAT3. BJSM 47: 289-293, 2013 ）

7. スポーツ脳振盪管理の進歩：脳振盪治療におけ
るエビデンスは何か？

5. 神経心理学の進歩：コンピュータ上のテストで
脳振盪の診断は可能か？

スポーツ脳振盪後の休養や治療の効果を評価して

スポーツ脳振盪は平衡感覚障害や認知機能異常な

いる研究は少ない。受傷直後の休養は有用と思われ

どの症状を一つ以上を示すことが普通であり，これ

るが，休養の長期的な効果，最適な休養期間と方法

らは症候スケール，バランステスト，神経認知機能

とを検証するさらなる研究が必要である。回復が遅

検査の 3 つで評価される。これら 3 つの検査の結果

い選手には低負荷の運動を行うことも有用な場合も
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あるが，これをいつどのように開始すること適切か

加すること（もしくはその両方）と相関する。意識障

は不明である。頚椎や前庭機能の障害に対しては，

害が（ 1 分以上）遷延する選手には注意が必要だが，

さまざまな理学療法が有用な場合がある。スポーツ

ごく短時間の意識消失や脳振盪後健忘の持続時間，

脳振盪後に症状が長期化している選手に対して，ど

直後の痙攣の有無などが脳振盪後の転帰を予測しう

の程度の休養期間や薬物介入，リハビリテーション

るか否かは不明である。一般に小児は脳振盪からの

技術，運動療法などを導入すべきかを明らかにする

回復に長い時間を要し，さらに幼児期以下に至って

ために，レベルの高い研究が必要である。
（ Schneider

は有用な検査項目すら明確にされていない。また現

KJ. The effects of rest and treatment following sport-

在，脳振盪後の転帰について遺伝や性別がどのよう

related concussion: a systematic review of the

に影響するかを示す十分なデータもない。ただ少な

literature. BJSM 47: 304-307, 2013 ）

くとも，脳振盪の長期化や合併症の増加と関連があ
る因子は存在するので，注意して管理する必要があ

8. 「難しい」脳振盪患者：脳振盪後遺症の徴候が
持続的に（10 日を超えて）続く場合の検査と管

る。脳振盪を受けた小児は，スポーツに戻る前にま
ず学校生活に戻ることになるので，この事にも慎重

理はどうか？

に対処しなければならない。いわゆるエリートレベ

脳振盪後に 10〜15％の受傷者は，症状が 10 日間以

ルではない一般のプレーヤーも，脳振盪後は完全に

上持続しうることが知られている。この頻度は，あ

回復するまではスポーツに復帰しない，という慎重

る特定のスポーツ（例 ：エリートレベルのアイス

な態度で臨むべきである。
（ Makdissi M. Revisiting

ホッケー）や年齢層（例：小児）ではさらに高い。一

the modifiers: how should the evaluation and

般に症状は脳振盪に特有なものではないものの，受

management of acute concussions differ in specific

傷後に持続していることを考慮して管理することが

groups? BJSM 47: 314-320, 2013 ）

重要である。器質的な病変を除外するために，きち

10. スポーツ脳振盪の予防に最も有効な防具や方策

んとした神経心理検査と普通の神経画像検査とを行

は何か？

う。特殊な神経画像診断法を脳振盪後遺症の診断に
ルーチンに用いて有効であるというエビデンスはな

ラグビーで使用されている一般的なヘッドギアや，

い。症状が予想（例えば 10 日）より長く続く場合は，

アメリカンフットボール選手が使うマウスガードが

スポーツ脳振盪の治療経験が豊富な医療従事者が多

選手の脳振盪リスクを有意に低下させるという新し

角的に取り組むべきである。身体も心も十分に休息

いエビデンスはない。頚部筋群の強化が脳振盪リス

させた後は，認知機能，前庭機能，理学療法／心理

ク軽減に寄与するというエビデンスもない。少年

療法に加え，
「持続する症状が他の原因によるもので

（11～ 12 歳）のアイスホッケーでボディー・チェック

はないか」
，
「症状を悪化させない段階的な運動開始

を禁止したり，アイスホッケー全般でフェアプレー

をいつ行うべきか」を検討することも重要である。

を重んじるルールを徹底したりすることは，効果的

（ Michael M. The difficult concussion patient: what

な外傷防止策である。ヘルメットは，アメリカン

is the best approach to investigation and management

フットボールでは 10 m/s，プロオーストラリアフッ

of persistent（ >10 days） postconcussive symptoms?

トボールでは 7 m/s の速度変化の際に生じる衝撃を防

BJSM 47: 308-313, 2013 ）

ぐことができなければならない。またヘルメットが
最大の効果を発揮するには，直線加速度を 50Ｇ未満，

9. 脳振盪に影響する要因を再考する：特定のグ

角加速度を 1500 rad/s2 未満に下げられなければなら

ループに対して脳振盪急性期の評価と管理をど

ない。脳振盪予防にさまざまな方策が必要であり，

のように変えるべきか？

マウスガード，ヘッドギア，ヘルメット，フェイス

文献によれば，症状がどれほど多彩で重症か，ま

プロテクターや頚部筋群強化などそれぞれの有用性

た以前に脳振盪の既往があるかなどが，脳振盪後の

を証明するためには，スポーツに特化し，よく計画

回復に時間がかかり，あるいは合併症のリスクが増

された前向き研究が必要である。今後は，新しい
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ルールの作成だけではなく，既存のルールの変更や

モデルを構築することにより，各競技団体は自らが

強化も含めて，ルール改正の効果を検証する研究が

持つ情報量の差を認識し，啓発のための教育戦略を

必要である。
（ Benson BW. What are the most effective

確立，発展させ，これを評価することができるし，

risk-reduction strategies in sport concussion? BJSM

脳振盪への対処を決定する判断を容易にするだろう。

47: 321-326, 2013 ）

この知識伝達には計画性が必要であり，知識の必要
性を認識し，ターゲットとなる聴衆に最適な学習方

11. 慢 性 脳 振 盪 後 症 候 群 に つ い て の エ ビ デ ン ス

法を確立し，さらにこれを評価することが，脳振盪

は？：症候的，病理学的，臨床的転帰について

に関する総合的な教育における知識と理解を深める

発生率は不明だが，運動選手には tauopathy に特徴

こ と に な る 。（ Provvidenza C. From consensus to

づ け ら れ る 慢 性 外 傷 性 脳 損 傷（ chronic traumatic

action: knowledge transfer, education and influencing

encephalopathy; CTE）が 存 在 す る 。CTE は 脳 振 盪

policy on sports concussion. BJSM 47: 332-33, 2013 ）

のみに関連しているのではなく，またコンタクトス
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献

1）Aubry M, Cantu R, Dvorak J, et al. Summary and agreement
statement of the 1st International Symposium on Concussion
in Sport, Vienna 2001. Clin J Sport Med 2002; 12: 6–11.

意に達した。CTE に関する疫学的研究やコホート研
究，前向き研究は現在までみられない。これまでに

2）McCrory P, Johnston K, Meeuwisse W, et al. Summary and
agreement statement of the 2nd International Conference on
Concussion in Sport, Prague 2004. Br J Sports Med 2005; 39:
196–204.

発表されている症例報告と病理報告のみによって，
因果関係やリスクファクターを決定することはでき
ない。それゆえ脳振盪や脳振盪寸前の衝撃が繰り返

3）McCrory P, Meeuwisse W, Johnston K, et al. Consensus
statement on concussion in sport—the third international
conference on concussion in sport held in Zurich, November
2008. Phys Sportsmed 2009; 37: 141–59.

されることにより， CTE が発症するという推察は証
明されていない。年齢，精神疾患や精神衛生，アル
コール／麻薬の使用，既往症や認知症などが CTE の

4）Maddocks D, Dicker G. An objective measure of recovery
from concussion in Australian rules footballers. Sport Health
1989; 7 (Suppl): 6–7.

発症要因になるか否かも不明である。最近の CTE 症
例研究における原因の解釈には，十分な注意が必要
である。また CTE の可能性を追及するメディアの重

5）Maddocks DL, Dicker GD, Saling MM. The assessment of
orientation following concussion in athletes. Clin J Sport Med
1995; 5: 32–5.

圧から親や選手を擁護し，不安を取り除くことも重
要 で あ る 。（ McCrory P. What is the evidence for

6）McCrea M. Standardized mental status assessment of sports
concussion. Clin J Sport Med 2001; 11: 176–81.

chronic concussion-related changes in retired athletes:

7）McCrea M, Kelly J, Randolph C, et al. Standardised
assessment of concussion (SAC): on site mental status
evaluation of the athlete. J Head Trauma Rehab 1998; 13: 27–
36.

behavioural, pathological and clinical outcomes?
BJSM 47: 327-330, 2013 ）

12. コンセンサスの形成から行動へ：どのように知

8）McCrea M, Randolph C, Kelly J. The Standardized
Assessment of Concussion (SAC): manual for administration,
scoring and interpretation. 2nd edn. Waukesha, WI, 2000.

識を広め，教育し，方策を整備するか？
脳振盪に関する教育の一部として，広報活動の価

9）McCrea M, Kelly JP, Kluge J, et al. Standardized assessment
of concussion in football players. Neurology 1997; 48: 586–8.

値はますます高まっている。ターゲットとなる聴衆

10）Chen J, Johnston K, Collie A, et al. A validation of the Post
Concussion Symptom Scale in the assessment of complex
concussion using cognitive testing and functional MRI. J
Neurol Neurosurg Psych 2007; 78: 1231–8.

の理解のためには，特別な教育・学習が必要であろ
う。脳振盪評価のためのツールも存在するが，その
有用性と効果を明らかにするにはさらなる検証を待

11）Chen J, Johnston K, Frey S, et al. Functional abnormalities in
symptomatic concussed athletes: an fMRI study. Neuroimage
2004; 22: 68–82.

たねばならない。メディアを通じて脳振盪に注目を
向けることも重要だが，大衆に正しい情報が届くよ

12）Chen JK, Johnston KM, Collie A, et al. (14) Association
between symptom severity, CogSport tests results, and
functional MRI activation in symptomatic concussed athletes.
Clin J Sport Med 2004; 14: 379.

うきちんとした努力をすべきである。脳振盪教育
ツールとしてのソーシャルネットワークメディアは
ますます重要となっている。知識を正しく伝達する

13

神経外傷 Vol.39 2016

13）Chen JK, Johnston KM, Collie A, et al. Behavioural and
functional imaging outcomes in symptomatic concussed
athletes measured with cogsport and functional MRI. BJ
Sport Med 2004; 38: 659.

expression in rat brain following experimental contusion. J
Neurosurg 1997; 86: 493–504.
30）Sandberg Nordqvist AC, von Holst H, Holmin S, et al.
Increase of insulin-like growth factor (IGF)-1, IGF binding
protein-2 and -4 mRNAs following cerebral contusion. Brain
Res Mol Brain Res 1996; 38: 285–93.

14）Ptito A, Chen JK, Johnston KM. Contributions of functional
magnetic resonance imaging (fMRI) to sport concussion
evaluation. NeuroRehabilitation 2007; 22: 217–27.
15）Guskiewicz K. Postural stability assessment following
concussion. Clin J Sport Med 2001; 11: 182–90.

31）Fukuhara T, Nishio S, Ono Y, et al. Induction of Cu,Znsuperoxide dismutase after cortical contusion injury during
hypothermia. Brain Res 1994; 657: 333–6.

16）Guskiewicz KM. Assessment of postural stability following
sport-related concussion. Curr Sports Med Rep 2003; 2: 24–
30.

32）Begaz T, Kyriacou DN, Segal J, et al. Serum biochemical
markers for post-concussion syndrome in patients with mild
traumatic brain injury. J Neurotrauma 2006; 23: 1201–10.

17）Guskiewicz KM, Ross SE, Marshall SW. Postural stability
and neuropsychological deficits after concussion in collegiate
athletes. J Athl Train 2001; 36: 263–73.

33）de Boussard CN, Lundin A, Karlstedt D, et al. S100 and
cognitive impairment after mild traumatic brain injury. J
Rehabil Med 2005; 37: 53–7.

18）Cavanaugh JT, Guskiewicz KM, Giuliani C, et al. Detecting
altered postural control after cerebral concussion in athletes
with normal postural stability. Br J Sports Med 2005; 39:
805–11.

34）Lima DP, Simao Filho C, Abib Sde C, et al. Quality of life
and neuropsychological changes in mild head trauma. Late
analysis and correlation with S100B protein and cranial CT
scan performed at hospital admission. Injury 2008; 39: 604–
11.

19）Cavanaugh JT, Guskiewicz KM, Giuliani C, et al. Recovery
of postural control after cerebral concussion: new insights
using approximate entropy. J Athl Train 2006; 41: 305–13.

35）Ma M, Lindsell CJ, Rosenberry CM, et al. Serum cleaved tau
does not predict postconcussion syndrome after mild traumatic
brain injury. Am J Emerg Med 2008; 26: 763–8.

20）Cavanaugh JT, Guskiewicz KM, Stergiou N. A nonlinear
dynamic approach for evaluating postural control: new
directions for the management of sport-related cerebral
concussion. Sports Med (Auckland, NZ) 2005; 35: 935–50.

36）Stalnacke BM, Tegner Y, Sojka P. Playing ice hockey and
basketball increases serum levels of S-100B in elite players: a
pilot study. Clin J Sport Med 2003; 13: 292–302.
37）Stalnacke BM, Tegner Y, Sojka P. Playing soccer increases
serum concentrations of the biochemical markers of brain
damage S-100B and neuron-specific enolase in elite players: a
pilot study. Brain Inj 2004; 18: 899–909.

21）Fox ZG, Mihalik JP, Blackburn JT, et al. Return of postural
control to baseline after anaerobic and aerobic exercise
protocols. J Athl Train 2008; 43: 456–63.
22）Kristman VL, Tator CH, Kreiger N, et al. Does the
apolipoprotein epsilon 4 allele predispose varsity athletes to
concussion? A prospective cohort study. Clin J Sport Med
2008; 18: 322–8..

38）Townend W, Ingebrigtsen T. Head injury outcome prediction: a role for protein S-100B? Injury 2006; 37: 1098–108.
39）Boutin D, Lassonde M, Robert M, et al. Neurophysiological
assessment prior to and following sports-related concussion
during childhood: a case study. Neurocase 2008; 14: 239–48.

23）Terrell TR, Bostick RM, Abramson R, et al. APOE, APOE
promoter, and Tau genotypes and risk for concussion in
college athletes. Clin J Sport Med 2008; 18: 10–17.

40）De Beaumont L, Brisson B, Lassonde M, et al. Long-term
electrophysiological changes in athletes with a history of
multiple concussions. Brain Inj 2007; 21: 631–44.

24）Vagnozzi R, Tavazzi B, Signoretti S, et al. Temporal window
of metabolic brain vulnerability to concussions: mitochondrialrelated impairment —part I. Neurosurgery 2007; 61: 379–88;
discussion 88–9.

41）De Beaumont L, Lassonde M, Leclerc S, et al. Long-term
and cumulative effects of sports concussion on motor cortex
inhibition. Neurosurgery 2007; 61: 329–36; discussion 36–7.

25）Hang CH, Chen G, Shi JX, et al. Cortical expression of
nuclear factor kappaB after human brain contusion. Brain Res
2006; 1109: 14–21.

42）Gaetz M, Weinberg H. Electrophysiological indices of
persistent post-concussion symptoms. Brain Inj 2000; 14:
815–32.

26）Peng RY, Gao YB, Xiao XY, et al. [Study on the expressions
of basic fibroblast growth factor and nervous growth factor
genes in rat cerebral concussion]. Zhongguo Wei Zhong Bing
Ji Jiu Yi Xue 2003; 15: 213–16.

43）Gosselin N, Theriault M, Leclerc S, et al. Neurophysiological
anomalies in symptomatic and asymptomatic concussed
athletes. Neurosurgery 2006; 58: 1151–61; discussion –61.

27）Yunoki M, Kawauchi M, Ukita N, et al. Effects of
lecithinized SOD on sequential change in SOD activity after
cerebral contusion in rats. Acta Neurochir Suppl 1998; 71:
142–5.

44）Lavoie ME, Dupuis F, Johnston KM, et al. Visual p300
effects beyond symptoms in concussed college athletes. J Clin
Exp Neuropsychol 2004; 26: 55–73.
45）Rousseff RT, Tzvetanov P, Atanassova PA, et al. Correlation
between cognitive P300 changes and the grade of closed head
injury. Electromyogr Clin Neurophysiol 2006; 46: 275–7.

28）Hinkle DA, Baldwin SA, Scheff SW, et al. GFAP and
S100beta expression in the cortex and hippocampus in
response to mild cortical contusion. J Neurotrauma 1997; 14:
729–38.

46）Collie A, Darby D, Maruff P. Computerised cognitive assessment of athletes with sports related head injury. Br J Sports
Med 2001; 35: 297–302.

29）Holmin S, Schalling M, Hojeberg B, et al. Delayed cytokine

14

神経外傷 Vol.39 2016

47）Collie A, Maruff P. Computerised neuropsychological testing.
Br J Sports Med 2003; 37: 2–3.

65）McCrea M, Hammeke T, Olsen G, et al. Unreported
concussion in high school football players: implications for
prevention. Clin J Sport Med 2004; 14: 13–17.

48）Collie A, Maruff P, McStephen M, et al. Psychometric issues
associated with computerised neuropsychological assessment
of concussed athletes. Br J Sports Med 2003; 37: 556–9.

66）Bloom G, Horton A, McCrory P, et al. Sport psychology and
concussion: new impacts to explore. Br J Sports Med 2004;
38: 519–21.

49）Collins MW, Grindel SH, Lovell MR, et al. Relationship
between concussion and neuropsychological performance in
college football players [see comments]. JAMA 1999; 282:
964–70.

67）Weiss MR, Gill DL. What goes around comes around: reemerging themes in sport and exercise psychology. Res Q
Exerc Sport 2005; 76: S71–87.

50）Lovell MR. The relevance of neuropsychologic testing for
sports-related head injuries. Curr Sports Med Rep 2002; 1: 7–
11.

68）McCrory P. Should we treat concussion pharmacologically?
The need for evidence based pharmacological treatment for
the concussed athlete. Br J Sports Med 2002; 36: 3–5.

51）Lovell MR, Collins MW. Neuropsychological assessment of
the college football player. J Head Trauma Rehabil 1998; 13:
9–26.

69）McCrory P. Preparticipation assessment for head injury. Clin
J Sport Med 2004; 14: 139–44.
70）Johnston KM, Lassonde M, Ptito A. A contemporary neurosurgical approach to sport-related head injury: the McGill
concussion protocol. J Am Coll Surg 2001; 192: 515–24.

52）Bleiberg J, Cernich AN, Cameron K, et al. Duration of
cognitive impairment after sports concussion. Neurosurgery
2004; 54: 1073–8; discussion 8–80.
53）Bleiberg J, Warden D. Duration of cognitive impairment after
sports concussion. Neurosurgery 2005; 56: E1166.

71）Delaney J, Lacroix V, Leclerc S, et al. Concussions during the
1997 Canadian Football League Season. Clin J Sport Med
2000; 10: 9–14.

54）Broglio SP, Macciocchi SN, Ferrara MS. Neurocognitive
performance of concussed athletes when symptom free. J Athl
Train 2007; 42: 504–8.

72）Delaney J, Lacroix V, Leclerc S, et al. Concussions among
university football and soccer players. Clin J Sport Med 2002;
12: 331–8.

55）Broglio SP, Macciocchi SN, Ferrara MS. Sensitivity of the
concussion assessment battery. Neurosurgery 2007; 60: 1050–
7; discussion 7–8.

73）Gessel LM, Fields SK, Collins CL, et al. Concussions among
United States high school and collegiate athletes. J Athl Train
2007; 42: 495–503.

56）Gioia G, Janusz J, Gilstein K, et al. Neueopsychological
management of consussion in children and adolescents: effects
of age and gender on ImPact (abstract). Br J Sp Med 2004;
38: 657.

74）Dvorak J, Junge A, Fuller C, et al. Medical issues in women’s
football. Br J Sports Med 2007; 41 (Suppl 1): i1.
75）Dvorak J, McCrory P, Kirkendall DT. Head injuries in the
female football player: incidence, mechanisms, risk factors and
management. Br J Sports Med 2007; 41 (Suppl 1): i44–6.

57）McCrory P, Collie A, Anderson V, et al. Can we manage
sport related concussion in children the same as in adults? Br J
Sports Med 2004; 38: 516–19.

76）Jennett B, Bond M. Assessment of outcome after severe brain
damage: a practical scale. Lancet 1975; 1: 480–4.

58）Johnston K, Bloom G, Ramsay J, et al. Current concepts in
concussion rehabilitation. Curr Sports Med Rep 2004; 3:
316–23.

77）Leninger B, Gramling S, Farrell A, et al. Neuropsychological
deficits in symptomatic minor head injury patients after
concussion and mild concussion. J Neurol Neurosurg Psych
1990; 53: 293–6.

59）Guskiewicz KM, McCrea M, Marshall SW, et al. Cumulative
effects associated with recurrent concussion in collegiate
football players. JAMA 2003; 290: 2549–55.

78）Lovell M, Iverson G, Collins M, et al. Does loss of
consciousness predict neuropsychological decrements after
concussion. Clin J Sp Med 1999; 9: 193–9.

60）Lovell M, Collins M, Bradley J. Return to play following
sports-related concussion. Clin Sports Med 2004; 23: 421–41,
ix.

79）McCrea M, Kelly J, Randolph C, et al. Immediate neurocognitive effects of concussion. Neurosurgery 2002; 50: 1032–42.

61）Collins M, Field M, Lovell M, et al. Relationship between
postconcussion headache and neuropsychological test
performance in high school athletes. Am J Sports Med 2003;
31: 168–73.

80）Cantu RC. Posttraumatic retrograde and anterograde
amnesia: pathophysiology and implications in grading and safe
return to play. J Athl Train 2001; 36: 244–8.
81）Lovell MR, Collins MW, Iverson GL, et al. Recovery from
mild concussion in high school atheltes. J Neurosurg 2003; 98:
296–301.

62）Collins M, Grindel S, Lovell M, et al. Relationship between
concussion and neuropsychological performance in college
football players. J Am Med Assoc 1999; 282: 964–70.

82）McCrory PR, Ariens T, Berkovic SF. The nature and
duration of acute concussive symptoms in Australian football.
Clin J Sport Med 2000; 10: 235–8.

63）Collins MW, Lovell MR, Iverson GL, et al. Cumulative
effects of concussion in high school athletes. Neurosurgery
2002; 51: 1175–9; discussion 80–1.

83）Yarnell P, Lynch S. The ‘ding’: amnestic state in football
trauma. Neurology 1973; 23: 196–7.

64）McCrea M, Guskiewicz KM, Marshall SW, et al. Acute
effects and recovery time following concussion in collegiate
football players. JAMA 2003; 290: 2556–63.

84）Yarnell PR, Lynch S. Retrograde memory immediately after
concussion. Lancet 1970; 1: 863–4.

15

神経外傷 Vol.39 2016

85）McCrory PR, Berkovic SF. Video analysis of acute motor and
convulsive manifestations in sport-related concussion.
Neurology 2000; 54: 1488–91.

103）Lee MA. Adolescent concussions —management recommendations: a practical approach. Conn Med 2006; 70: 377–80.
104）Kirkwood MW, Yeates KO, Wilson PE. Pediatric sportrelated concussion: a review of the clinical management of an
oft-neglected population. Pediatrics 2006; 117: 1359–71.

86）McCrory PR, Bladin PF, Berkovic SF. Retrospective study of
concussive convulsions in elite Australian rules and rugby
league footballers: phenomenology, aetiology, and outcome.
BMJ 1997; 314: 171–4.

105）Guskiewicz KM, Marshall SW, Bailes J, et al. Association
between recurrent concussion and late-life cognitive
impairment in retired professional football players.
Neurosurgery 2005; 57: 719–26; discussion –26.

87）Fleminger S. Long-term psychiatric disorders after traumatic
brain injury. Eur J Anaesthesiol Suppl 2008; 42: 123–30.
88）Chen JK, Johnston KM, Petrides M, et al. Neural substrates
of symptoms of depression following concussion in male
athletes with persisting postconcussion symptoms. Arch Gen
Psychiatry 2008; 65: 81–9.

106）Nandoe RD, Scheltens P, Eikelenboom P. Head trauma and
Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis 2002; 4: 303–8.
107）Stern MB. Head trauma as a risk factor for Parkinson’s
disease. Mov Disord 1991; 6: 95–7.

89）Bryant RA. Disentangling mild traumatic brain injury and
stress reactions. N Engl J Med 2008; 358: 525–7.

108）Omalu BI, DeKosky ST, Hamilton RL, et al. Chronic
traumatic encephalopathy in a national football league player:
part II. Neurosurgery 2006; 59: 1086–92; discussion 92–3.

90）Vanderploeg RD, Curtiss G, Luis CA, et al. Long-term
morbidities following self-reported mild traumatic brain injury.
J Clin Exp Neuropsychol 2007; 29: 585–98.

109）Omalu BI, DeKosky ST, Minster RL, et al. Chronic
traumatic encephalopathy in a National Football League
player. Neurosurgery 2005; 57: 128–34; discussion –34.

91）Guskiewicz KM, Marshall SW, Bailes J, et al. Recurrent
concussion and risk of depression in retired professional
football players. Med Sci Sports Exerc 2007; 39: 903–9.

110）McKee AC, Cantu RC, Nowinski CJ, et al. Chronic
traumatic encephalopathy in athletes: progressive tauopathy
after repetitive head injury. J Neuropathol Exp Neurol 2009;
68: 709–35.

92）Kashluba S, Casey JE, Paniak C. Evaluating the utility of
ICD-10 diagnostic criteria for postconcussion syndrome
following mild traumatic brain injury. J Int Neuropsychol Soc
2006; 12: 111–18.

111）McKee AC, Gavett BE, Stern RA, et al. TDP-43
Proteinopathy and Motor Neuron Disease in Chronic
Traumatic Encephalopathy. J Neuropathol Exp Neurol 2010;
69: 918–29.

93）Iverson GL. Misdiagnosis of the persistent postconcussion
syndrome in patients with depression.
Arch Clin
Neuropsychol 2006; 21: 303–10.

112）McKee AC, Stein TD, Nowinski CJ, et al. The spectrum of
disease in chronic traumatic encephalopathy. Brain 2013; 136:
43–64.

94）Chamelian L, Feinstein A. The effect of major depression on
subjective and objective cognitive deficits in mild to moderate
traumatic brain injury. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2006;
18: 33–8.

113）McCrory P. Sports concussion and the risk of chronic neurological impairment. Clin J Sport Med 2011; 21: 6–12.

95）Mooney G, Speed J, Sheppard S. Factors related to recovery
after mild traumatic brain injury. Brain Inj 2005; 19: 975–87.

114）McCrory P. Future advances and areas of future focus in the
treatment of sport-related concussion. Clin Sports Med 2011;
30: 201–8, xi-ii.

96）Broshek DK, Freeman JR. Psychiatric and neuropsychological
issues in sport medicine. Clin Sports Med 2005; 24: 663–79, x.

115）Hagel BE, Pless IB, Goulet C, et al. Effectiveness of helmets
in skiers and snowboarders: case-control and case crossover
study. BMJ (Clin Res ed) 2005; 330: 281.

97）Pellman EJ. Background on the National Football League’s
research on concussion in professional football. Neurosurgery
2003; 53: 797–8.

116）McCrory P. The role of helmets in skiing and snowboarding.
Br J Sports Med 2002; 36: 314.

98）Purcell L, Carson J. Sport-related concussion in pediatric
athletes. Clin Pediatr (Phila) 2008; 47: 106–13.

117）Mueller BA, Cummings P, Rivara FP, et al. Injuries of the
head, face, and neck in relation to ski helmet use.
Epidemiology 2008; 19: 270–6.

99）Lee LK. Controversies in the sequelae of pediatric mild
traumatic brain injury. Pediatr Emerg Care 2007; 23: 580–3;
quiz 4–6.

118）Sulheim S, Holme I, Ekeland A, et al. Helmet use and risk of
head injuries in alpine skiers and snowboarders. JAMA 2006;
295: 919–24.

100）Schnadower D, Vazquez H, Lee J, et al. Controversies in the
evaluation and management of minor blunt head trauma in
children. Curr Opin Pediatr 2007; 19: 258–64.

119）Delaney JS, Al-Kashmiri A, Drummond R, et al. The effect
of protective headgear on head injuries and concussions in
adolescent football (soccer) players. Br J Sports Med 2008; 42:
110–15; discussion 5.

101）Wozniak JR, Krach L, Ward E, et al. Neurocognitive and
neuroimaging correlates of pediatric traumatic brain injury: a
diffusion tensor imaging (DTI) study.
Arch Clin
Neuropsychol 2007; 22: 555–68.

120）Viano DC, Pellman EJ, Withnall C, et al. Concussion in
professional football: performance of newer helmets in reconstructed game impacts — part 13. Neurosurgery 2006; 59:
591–606; discussion 591–606.

102）Hayden MG, Jandial R, Duenas HA, et al. Pediatric
concussions in sports; a simple and rapid assessment tool for
concussive injury in children and adults. Childs Nerv Syst
2007; 23: 431–5.

121）Finch C, Braham R, McIntosh A, et al. Should football

16

神経外傷 Vol.39 2016

141）Hootman JM, Dick R, Agel J. Epidemiology of collegiate
injuries for 15 sports: summary and recommendations for
injury prevention initiatives. J Athl Train 2007; 42: 311–19.

players wear custom fitted mouthguards? Results from a group
randomised controlled trial. Inj Prev 2005; 11: 242–6.
122）McIntosh A, McCrory P. The dynamics of concussive head
impacts in rugby and Australian rules football. Med Sci Sports
Exerc 2000; 32: 1980–5.

142）Valovich McLeod TC, Schwartz C, Bay RC. Sport-related
concussion misunderstandings among youth coaches. Clin J
Sport Med 2007; 17: 140–2.

123）McIntosh A, McCrory P. Impact energy attenuation
performance of football headgear. Br J Sports Med 2000; 34:
337–42.

143）Sye G, Sullivan SJ, McCrory P. High school rugby players’
understanding of concussion and return to play guidelines. Br
J Sports Med 2006; 40: 1003–5.

124）McIntosh A, McCrory P. Effectiveness of headgear in a pilot
study of under 15 rugby union football. Br J Sports Med 2001;
35: 167–70.

144）Theye F, Mueller KA. “Heads up”: concussions in high
school sports. Clin Med Res 2004; 2: 165–71.

125）McIntosh A, McCrory P, Finch C, et al. Rugby Headgear
Study. Sydney: School of Safety Science, The University of
New South Wales, May 2005.

145）Kashluba S, Paniak C, Blake T, et al. A longitudinal,
controlled study of patient complaints following treated mild
traumatic brain injury. Arch Clin Neuropsychol 2004; 19:
805–16.

126）Finch C, Newstead S, Cameron M, et al. Head injury
reductions in Victoria two years after the introduction of
mandatory bicycle helmet use. Melbourne: Monash University
Accident Research Centre, 1993 July, Report No.: 51.

146）Gabbe B, Finch CF, Wajswelner H, et al. Does communitylevel Australian football support injury prevention research? J
Sci Med Sport 2003; 6: 231–6.

127）Curnow WJ. Bicycle helmets and public health in Australia.
Health Promot J Austr 2008; 19: 10–15.

147）Kaut KP, DePompei R, Kerr J, et al. Reports of head injury
and symptom knowledge among college athletes: implications
for assessment and educational intervention. Clin J Sport Med
2003; 13: 213–21.

128）Hewson PJ. Cycle helmets and road casualties in the UK.
Traffic Inj Prev 2005; 6: 127–34.

148）Davidhizar R, Cramer C. “The best thing about the hospitalization was that the nurses kept me well informed” issues and
strategies of client education. Accid Emerg Nurs 2002; 10:
149–54.

129）Davidson JA. Epidemiology and outcome of bicycle injuries
presenting to an emergency department in the United
Kingdom. Eur J Emerg Med 2005; 12: 24–9.
130）Hansen KS, Engesaeter LB, Viste A. Protective effect of
different types of bicycle helmets. Traffic Inj Prev 2003; 4:
285–90.

149）McCrory P. What advice should we give to athletes postconcussion? Br J Sports Med 2002; 36: 316–18.
150）Bazarian JJ, Veenema T, Brayer AF, et al. Knowledge of
concussion guidelines among practitioners caring for children.
Clin Pediatr (Phila) 2001; 40: 207–12.

131）Andersen T, Arnason A, Engebretsen L, et al. Mechanism of
head injuries in elite football. Br J Sports Med 2004; 38: 690–
6.

151）Guskiewicz KM, Weaver NL, Padua DA Jr, et al.
Epidemiology of concussion in collegiate and high school
football players. Am J Sports Med 2000; 28: 643–50.

132）Hagel B, Meewisse W. Editorial: risk compensation: a “side
effect” of sport injury prevention? Clin J Sp Med 2004; 14:
193–6.

152）McCrea M, Guskiewicz KM, Marshall SW, et al. Acute
effects and recovery time following concussion in collegiate
football players: the NCAA Concussion Study. JAMA 2003;
290: 2556–63.

133）Finch C, Mcintosh AS, McCrory P, et al. A pilot study of the
attitudes of Australian Rules footballers towards protective
headgear. J Sci Med Sport 2003; 6: 505–11.
134）Finch CF, McIntosh AS, McCrory P. What do under 15year-old schoolboy rugby union players think about protective
headgear? BrJ Sports Med 2001; 35: 89–94.

153）Macciocchi SN, Barth JT, Alves W, et al. Neuropsychological
functioning and recovery after mild head injury in collegiate
athletes. Neurosurgery 1996; 39: 510–14.

135）Finch C, Mcintosh AS, McCrory P. What is the evidence
base for the use of protective headgear and mouthguards in
Australian football. Sport Health 2000; 18: 35–8.

154）Meehan WP III, d’Hemecourt P, Comstock RD. High
school concussions in the 2008–2009 academic year:
mechanism, symptoms, and management. Am J Sports Med
2010; 38: 2405–9.

136）Reece RM, Sege R. Childhood head injuries: accidental or
inflicted? Arch Pediatr Adolesc Med 2000; 154: 11–15.

155）Eckner JT, Kutcher JS, Richardson JK. Between-seasons testretest reliability of clinically measured reaction time in
National Collegiate Athletic Association Division I athletes. J
Athl Train 2011; 46: 409–14.

137）Shaw NH. Bodychecking in hockey. CMAJ 2004; 170: 15–
16; author reply 6, 8.
138）Denke NJ. Brain injury in sports. J Emerg Nurs 2008; 34:
363–4.

156）Eckner JT, Richardson JK, Kim H, et al. A novel clinical test
of recognition reaction time in healthy adults. Psychol Assess
2012; 24: 249–54.

139）Gianotti S, Hume PA. Concussion sideline management
intervention for rugby union leads to reduced concussion
claims. NeuroRehabilitation 2007; 22: 181–9.
140）Guilmette TJ, Malia LA, McQuiggan MD. Concussion
understanding and management among New England high
school football coaches. Brain Inj 2007; 21: 1039–47.

17

神経外傷 Vol.39 2016

SC AT 3
医療従事者専用

Sport Concussion Assessment Tool – 3 rd Edition

評価者氏名：

受傷日時

名前：

評価日時

SCAT3 とは

SCAT3 は脳振盪をきたしたスポーツ選手を評価するために標準化され

1

たテストであり、13 歳以上の選手に用いることができます。2005 年、

グラスゴー・コーマ・スケール（GCS）
開眼反応（E）

2009 年に発行された SCAT，SCAT2 にとって代わるもので、12 歳以下

の選手には Child-SCAT3 を用います。SCAT3 は医療従事者向けに作成

全く開眼しない

1

呼びかけで開眼する

3

痛み刺激で開眼する

されています。医療従事者でない場合は、Sport Concussion Recognition

Tool を用いてください。競技シーズン前に SCAT3 を行っておくと、受

2

自発的に開眼する

傷後の SCAT3 のスコアの評価に役立ちます。

4

言語反応（V）

具体的な SCAT3 の使用方法は 3 ページ以降に記載されていますので、

全く声を出さない

慣れていない場合には、これをよく読んでください。このツールは、個

1

意味不明の発声

人、チーム、組織に配布するためにコピーすることは可能です。デジタ

2

不適切な言葉

ル化することは（改訂版、修正版）、Concussion in Sport Group の許可

3

4

混乱した会話

が必要です。

正常の会話

注意：脳振盪の診断は医学的な判断であり、医療従事者によって下され

5

運動反応（M）

るべきです。SCAT3 は、それ単独で使用するべきではありません。医学

全く動かない

的な判断なしに、脳振盪の診断をしてはいけません。SCAT3 に問題がな

1

痛み刺激で四肢を伸展する

くても、脳振盪を起こしている可能性はあります。

2

痛み刺激で上肢を異常屈曲する

3

痛み刺激から四肢を逃避させる

脳振盪とは？

4

痛み刺激を払いのける

脳振盪とは、頭部に対して直接的、間接的に外力が働き、脳機能が障害

5

命令に従う（離握手など）

された状態です。以下のような非特異的な症状を呈します。意識障害を

伴うことは多くはありません。

6

グラスゴー・コーマ・スコア（E+V+M）=

・自覚症状（例：頭痛）

点

症状が悪化している場合には、GCS を記録すべきである。

・身体的症状（例：ふらつき）

・脳機能傷害（例：混乱）

2

・異常行動（例：性格の変化）

競技場での評価

マドックス・スコア

『これからいくつか質問をします。注意深く聞いて、
質問に答えて下さい。』

救急対応の必要性

注意：頭部を打撲した際には、重症の外傷が起こっていることもありま

今日の試合会場は、どこですか？

す。以下の項目のどれかが認められた場合、緊急処置と救急搬送を考え

今は、前半ですか？後半ですか？

なくてはいけません。

誤答0

正答1

誤答0

正答1

誤答0

正答1

誤答0

正答1

誤答0

正答1

最後に得点を挙げたのは誰（あるいはどちらのチーム）？

・グラスゴーコーマスケールが 15 点未満

先週（あるいは最も最近）の試合の対戦相手は？

・精神状態の悪化

・脊髄損傷の可能性

先週（あるいは最も最近）の試合は勝ちましたか？

・症状の進行、悪化を認めた場合、または新たな神経症状を認めた場合

脳振盪の自覚症状とは？

マドックス・スコア（上記５項目の和）＝

直接的、間接的に頭部への衝撃があった後、以下のような症状を認めた

⁄ 5点

マドックス・スコアは、サイドラインのみで有用で、

場合には、選手は競技への参加を中止し、医療従事者の診察を受け、脳

正式な検査ではない。

振盪が疑われた場合には、同日の競技への復帰を認めるべきではありま
せん。

意識消失があったか？

はいの場合、その長さ

はい

ノート：外傷の機序（何がどう起こったのですか？）

いいえ

バランスや運動の障害はあるか？（つまづき、よろめき、緩慢な動き、など）
はい

方向感覚の喪失や混乱はあるか？（質問に適切に答えられないなど）
記憶に問題はあるか？

その持続時間

外傷の前または後？

うつろな表情か？

上記の症状を伴う顔面外傷はあるか？

はい
はい

はい

はい

いいえ
いいえ

いいえ

脳振盪が疑われた場合は競技を中断させ、医学的評価を行って
症状の変化を観察しなければいけません（一人にさせないこと）。
また、医療従事者の診察を受け、脳振盪が否定されるまで運転
してはいけません。脳振盪と診断された運動選手は、同日に競
技に復帰してはいけません。

いいえ

いいえ
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名前

日付

評価者

4

チーム名

受傷日時
年齢

性別

学年

男

利き腕

女

右

左

なし

はい

いいえ

はい

いいえ

今までに頭痛もち、偏頭痛と診断されたことはありますか？

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

中等度

0

1

2

3

4

5

6

頭部の圧迫感

0

1

2

3

4

5

6

頚部痛

0

1

2

3

4

5

6

吐き気、嘔吐

0

1

2

3

4

5

6

めまい感

0

1

2

3

4

5

6

目がぼやける

0

1

2

3

4

5

6

平衡感覚障害

0

1

2

3

4

5

6

光に敏感

0

1

2

3

4

5

6

音に敏感

0

1

2

3

4

5

6

素早く動けない

0

1

2

3

4

5

6

霧の中にいる感じ

0

1

2

3

4

5

6

しっくりしない感じ

0

1

2

3

4

5

6

集中力低下

0

1

2

3

4

5

6

思い出せない（健忘）

0

1

2

3

4

5

6

倦怠感

0

1

2

3

4

5

6

頭が混乱している

0

1

2

3

4

5

6

眠い ぼんやりする

0

1

2

3

4

5

6

眠れない

0

1

2

3

4

5

6

感情的になる

0

1

2

3

4

5

6

落ちつかない

0

1

2

3

4

5

6

寂しい、悲しい

0

1

2

3

4

5

6

不安 心配 神経質

0

1

2

3

4

5

6

◇ 精神症状は悪化しているか？

はい

はい

いいえ

いいえ

総合評価：受傷前の選手の状態を把握している場合、
現在の状態は、正常な状態と比較してどうですか？
変わりない

かなり違っている

誤答0

脳振盪の診断、回復度の測定、脳振盪後の競技復帰への指標として、単独
で SCAT3 を用いてはいけない。症状は時間経過とともに変化するので、
急性期脳振盪の評価において、繰り返しの評価が重要である。

正答1

点

Trial 1

ねこ

0

1

0

1

0

1

電話

サクラ

電車

0

1

0

1

0

1

ナイフ

たぬき

1

みかん

0
0
0

1

1

1

Trial 2

（±１時間は正答）

List

0

Trial 3

1

0

1

1

0

0
0
0

別の組み合わせ
イヌ

1

1

自転車

短期記憶スコア（上記５項目の和）＝
Trial 1

4-9-3

0

1

6-2-9

5-2-6

6-2-9-7-1

0

1

1-5-2-8-6

3-8-5-2-7

3-8-1-4

7-1-8-4-6-2
合計

0
0

1
1

飛行機

バナナ
テレビ
⁄ 15点

List

別の数列
3-2-7-9

1-7-9-5

5-3-9-1-4-8

8-3-1-9-6-4

集中力：曜日の逆唱

『曜日を逆から言ってみて下さい。日曜日から始めましょう。』
正答した場合は１点を与える。

日‐土‐金‐木‐水‐火‐月

誤答0

正答1

集中力スコア（数列・曜日逆唱 ５項目の総和）＝

5 頚部検査
所見

6

可動範囲

圧痛

⁄ 5点

上肢／下肢の感覚、動き

バランステスト

一つまたは二つのテストをして下さい。

履いているもの（シューズ、裸足、プロテクター、テーピング等）

BESS テスト

左右のどちらの足で行ったか？（利き足でない足はどちらか）

右

床の状態は？（固い床、グランド）
バランステスト

両足立ち

回

つぎ足立ち

回

片足立ち

つぎ足歩行（4 回の中で 1 番短い時間）

7

協調運動スコア

どちらの腕で行ったか？

協調運動スコア

よくわからない

正答1

集中力：数字の逆唱

◇ 自覚症状の総数（最大数22）＝

◇ 身体症状は悪化しているか？

正答1

合計

高度

頭痛

（最大22×6 = 132点）＝

誤答0

Total

あなたがどのように感じているか、自分自身で点数をつけてください。

◇ 自覚症状の重症度

今は何時頃？

まんが

22の自覚症状の評価

力が出ない

正答1

鉛筆

SCAT3は安静時に施行する。競技後10分以上経過していることが望ましい。

軽度

誤答0

りんご

あなたは、うつ、不安症、またはその他の精神疾患がありますか？

無

今日は何曜日？

短期記憶

あなたは、学習障害、失読症、注意欠陥・多動性障害がありますか？

症状

正答1

誤答0

見当識スコア（上記５項目の和）＝

今までに頭部外傷で病院を受診、またはレントゲン等を撮影したこと

3

誤答0

今日は何年？

最近の脳振盪の症状はどれくらいで回復しましたか？

はいの場合、記載してくだい。

今日は何月？
今日は何日？

最近脳振盪を起こしたのはいつですか？

あなたは、現在何か薬を服用していますか？

Standardized Assessment of Concussion（SAC）テスト

見当識

今までに何度、脳振盪を起こしましたか？

はありますか？

認知機能評価

8
19

SAC 遅延想起
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左

回
秒

右

左

⁄1

⁄5個

SC AT 3
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使用方法

(b) 片足立ちテスト

『ボールは主にどちらの足で蹴りますか？［その足が利き足：利き足と
逆の足でテストを行う］ 合図があったらその利き足と逆の足で片足立
ちをします。利き足の挙げ方は、股関節を約 30 度、膝関節を約 45 度
曲げて保持します。両手はお尻の脇につけ、目を閉じて 20 秒間、その
姿勢を保持して下さい。姿勢の乱れをカウントします。もしよろけて姿
勢が乱れたら、目を開けて、最初の姿勢にもどり、バランステストを続
けます。では片足立ちをして、目を閉じて下さい（合図）。』
(c) つぎ足（タンデム）立ちテスト

SCAT3 での斜字の文章は、試験者が選手に対して問いかけている文章
である。

自覚症状のスケール
『あなたがどのように感じているか、
自分自身で点数をつけてください。』
選手自身によって行ってください。競技後に行う場合は、少なくとも10
分の休憩の後に行ってください。
自覚症状の総数は最大22で、自覚症状の重症度の最大数は、22×6＝132
である。

『利き足を前に、逆の足を後ろにして、かかととつま先をくっつけて立
ちます。体重は両方の足に均等にかけます。両手はお尻の脇につけ、目
を閉じて 20 秒間その姿勢を保ちます。姿勢の乱れをカウントします。
もしよろけて姿勢が乱れたら、目を開けて、最初の姿勢にもどり、バラ
ンステストを続けます。ではつぎ足をして、目を閉じて下さい（合図）。』

SAC

バランステスト：バランスエラーの種類

短期記憶

『これから記憶のテストをします。複数の単語を読み上げますので、覚
えてください。私が読み終わったら、それらの単語を言ってください。
順番は前後してもかまいません。』
トライアル 2＆3
『同じ単語をもう一度読み上げますので、覚えておいて、私が読み終わ
ったら、それらの単語を言ってください。順番は前後しても構いません。』
トライアル1，2のスコアにかかわらず、3回のトライアルを行う。単語
は1秒間に1個の速さで読み上げる。正答1個につき、1点を与え、3回ト
ライアルの合計点を記録する。選手には、後でもう一度質問することを
事前に教えないこと。

１． 手を腰から離す。
２． 目を開ける。

３． 足をつく、よろける、倒れる。

４． 股関節を 30 度以上外旋させる。
５． かかとやつま先を上げる。

６． 5 秒以上、テストの姿勢が取れない。
20 秒間に何回エラーがあったかを、それぞれのテストで積算する。エ

ラーがあった場合は、正しいテスト姿勢に戻った後、新たなエラーをカ

ウントする。各テストでのカウントは 10 点まで（10 回以上のエラー

があっても 10 点を与える）。同時に複数のエラーがあった場合は、1 回
のエラーとしてカウントし、速やかにテストの姿勢に戻った後、エラー

集中力

のカウントを継続する。各テスト開始の段階で、5 秒以上テスト姿勢を

数列逆唱

保持できない場合は、10 点を与える。

『これからいくつかの数字を言いますので、それを逆の順番で言ってみ
て下さい。例えば、7-1-9でしたら、9-1-7になります。』
正答したら1ケタ多い次の数列に進む。誤答の場合は、もう一度同じ問
題を繰り返す。正答した場合には1点を与える。2回とも誤答した場合は、
そこでテストを打ち切る。数字は1秒に１つずつ読み上げる。
曜日の逆唱
『曜日を逆から言ってみて下さい。日曜日から始めましょう。』
正答した場合は 1 点を与える。
日‐土‐金‐木‐水‐火‐月 誤答 0 正答 1

オプション：さらに評価をするためには、上記と同じ 3 種類の立ち方を、
中間の硬さ（例えば、およそ 50cm×40cm×6cm）のマットの上で行な
うこともできます。

つぎ足（タンデム）歩行テスト

選手にスタートラインに足をそろえて立つように指示してください（テ
ストを正確に行うには靴を脱がしてください）。その後、幅 38mm、長
さが 3ｍのスポーツテープの上を、できるだけ速く、正確につぎ足歩行
をさせます。この時、つま先とかかとを確実にくっつけさせます。 3m
の端に着いたら、180 度回転して、同じようにして出発点に戻ります。

遅延記憶想起

遅延記憶想起は、バランステスト、協調運動テストの後に行います。
『数分前に私が読み上げた単語を覚えていますか？覚えている単語を
答えてください。』
単語1つにつき、1ポイントを与える。

合計 4 回行い、一番良かったタイムを記録します。選手には 14 秒以内
に行わせます。選手がラインから外れたり、かかととつま先が離れたり、
あるいは試験官、物に触ったり、つかんだりした場合は失格とします。
この場合、時間は記録せず、検査を繰り返します。

バランステスト

上肢協調運動：指―鼻テスト

バランステストは、Balance Error Scoring System (BESS) を改変したも

『これから協調運動のテストを行います。楽な姿勢で椅子に座って下さ
い。目は開けたままです。右手あるいは左手を、まっすぐ前に伸ばし、
床と平行になるように挙げて下さい（肩関節を 90 度曲げて、肘と人差
し指を伸ばした状態）。合図をしたら人差し指の先を鼻の頭につけ、ま
た腕を完全に伸ばす運動を、できるだけ速くかつ正確に 5 回繰り返して
下さい。（合図）』

のである。実施には秒が測れる時計、ストップウォッチが必要。

『これからバランスのテストをします。靴を脱いで、（可能ならば）ズ
ボンのすそをくるぶしの上まであげて下さい。（可能ならば）足関節の
テーピングは外して下さい。20秒間のテストを3つ行います。』
(a) 両足立ちテスト

『
つけ目を閉じて下さい。姿勢の乱れをカウントするので、20 秒間その
姿勢を保って下さい。 今の姿勢から何度動いたかを数えます。
（合図）』

スコアー

4 秒間に 5 回できれば 1 ポイント

評価者への注意：選手が鼻を触れない、肘を伸ばせない、５回行うこと
ができない場合は０点として下さい。
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SC AT 3
医療従事者専用

Sport Concussion Assessment Tool – 3 rd Edition
選手への注意事項

テスト結果

脳振盪の疑いがある場合は、競技を中断し、診察を受けましょう。

テスト項目

注意すべき症状

点数
日付

受傷後 24-48 時間を経てから問題が明らかになる場合もあります。一人
になる状況は避けましょう。 以下の場合は、病院へ行きましょう。

日付

日付

22の自覚症状の評価
症状重症度評価（/132）
見当識（/5）
短期記憶（/15）
集中力（/5）
遅延想起（/5）
SAC 総点
BESS【エラー数】
つぎ足歩行【秒】
協調運動

・頭痛が次第にひどくなる。
・意識がもうろうとなる。目が覚めない。
・人や場所が認識できない。
・嘔吐を繰り返す。
・いつもと違った振る舞い。混乱している。興奮している。
・けいれん、ひきつけを起こす。
・手足に力が入らない。麻痺。

Notes：

・ふらつく、呂律がまわらない。
安全第一であることを忘れずに
疑わしい場合は、医師に相談しましょう。

競技への復帰

受傷当日は、競技に復帰すべきではない。競技に戻る場合は、段階的に
運動負荷を高めて、症状の再発がないことを確かめながら復帰する。例
えば、
１． 症状がなくなるまで安静にする（身体的・精神的な静養）
２． 軽い有酸素運動（エアロバイクなど）
３． その競技の準備運動
４． コンタクトがない練習（軽い負荷運動から始める）
５． メディカルチェックの後、フルコンタクトの練習
６． 試合に復帰（game play）
それぞれの段階で約 24 時間、あるいはそれ以上経過をみる。もし症状
が再発したならば、症状が出なかった段階に戻って再開する。
競技に復帰する前には、メディカルチェックを受けること

脳振盪の注意事項 （脳振盪を起こした選手を観察する人に渡す）

患者氏名
受傷日

頭の怪我を負ったため、注意深く観察を行いましたが、重篤な障害の兆
候は認められませんでした。速やかな回復が期待されますが、しばらく
の間は、保護者による観察が必要です。観察期間については、医師の指
示に従って下さい。
容態の変化、嘔吐、めまい、頭痛の悪化、複視、過度の眠気などが出現
してきた場合は、ただちに病院に電話するか、最寄りの救急病院を受診
して下さい。

診察日
診察者

・ 症状がなくなり、医師の診察を受けるまでは、練習、スポーツをせ
ずに、身体的、精神的な休息を取ってください。

・ 飲酒はしない

・ 医師の診察のもとに出された薬以外は服用しないでください。
特に睡眠薬、アスピリン、抗炎症剤、鎮痛剤は服用しない。

・ 医学的に許可が出るまでは、車を運転しない。

・ 医学的に許可が出るまでは競技や練習をしない
病院の電話番号

お問い合わせ先

21

神経外傷 Vol.39 2016

Child-SCAT3
●

Sport Concussion Assessment Tool
for children ages 5 to 12 years

Child-SCAT3 とは

●

脳振盪とは？

脳振盪とは、頭部に対して直接的、間接的に外力が働き、脳機能が障害

された状態です。以下のような非特異的な症状を呈します。意識障害を

脳振盪を疑うべき徴候とは？

●

Child-SCAT3 は怪我をした子供たちの脳振盪について診断する標準化さ
れたツールで、年齢 5 歳から 12 歳の子供に使用できます。2005 年の
SCAT、2009 年の SCAT2 の改訂版です。
被験者が 13 歳以上の場合は、SCAT3 を使ってください。Child-SCAT3
は医療従事者が使うことを前提に作成されています。もしあなたが医療
従事者でない場合、Pocket Sports Concussion Recognition Tool を使っ
てください。シーズン開始前に一度 child-SCAT3 をしておくと、受傷後
の検査の解釈に役立ちます。
Child-SCAT3 の使用のための具体的な説明は 3 ページに記載されていま
すので、慣れていない場合はこれを熟読してください。このツールは個
人、チーム、団体、組織にコピーして配布しても構いません。しかし、
改変、修正、デジタル化に関しては、スポーツ脳振盪グループの許可が
必要となります。
注意： 脳振盪は医学的判断の結果であり、医療従事者によって診断さ
れるべきです。医学的診断がない場合に、Child-SCAT3 のみで脳振盪の
診断／除外をしてはなりません。たとえ Child-SCAT3 に問題がなくても、
選手が脳振盪を起こしている可能性はあります。

直接的、間接的に頭部への衝撃があった後、以下のような症状を認めた
場合には、選手は競技への参加を中止し、医療従事者の診察を受け、脳
振盪が疑われた場合には、同日の競技への復帰を認めるべきではありま
せん。

意識消失があったか？

はいの場合、その長さ

バランスや運動の障害はあるか？

（つまづき、よろめき、緩慢な動き、など）

記憶に問題はあるか？
外傷の前または後

うつろな表情か？

2

・異常行動（例：性格の変化）

サイドラインでの評価

競技場での評価

救急対応の必要性

す。以下の項目のどれかが認められた場合、緊急処置と救急搬送を考え

誤答0

誤答0

正答1

あなたの先生の名前を教えてください。

誤答0

正答1

誤答0

化を観察しなければいけません（一人にさせないこと）。脳振盪と診断
された小児は、同日に競技に復帰させてはいけません。

●

基本情報

名前

受傷日時

評価者
学校名
年齢
学年

検査日時
性別

利き腕

男

女

右

受傷時の詳細（何が起こったか教えてください？）

左

自発的に開眼する

4

今までに何度、脳振盪を起こしましたか？

全く声を出さない

1

最近の脳振盪の症状はどれくらいで回復しましたか？

2

混乱した会話

4

不適切な言葉

最近脳振盪を起こしたのはいつですか？
今までに頭部外傷で病院を受診、

3

またはレントゲン等を撮影したことはありますか？
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

正常の会話

5

今までに頭痛もち、偏頭痛と診断されたことはありますか？

全く動かない

1

学習障害、失読症、注意欠陥・多動性障害がありますか？

3

うつ、不安症、またはその他の精神疾患がありますか？

5

家族にこれらの既往がある人はいますか？

運動反応（M）
痛み刺激で四肢を伸展する

痛み刺激で上肢を異常屈曲する

痛み刺激から四肢を逃避させる
痛み刺激を払いのける

命令に従う（離握手など）

2

4

6

グラスゴー・コーマ・スケール（E+V+M） =

なし

保護者、引率者への質問

●

意味不明の発声

正答1

/ 4点

2

言語反応（V）

正答1

今は、お昼ごはん前ですか、後ですか？

脳振盪が疑われた場合は競技を中断させ、医学的評価を行って症状の変

グラスゴー・コーマ・スケール（GCS）

3

いいえ

いいえ

小児用マドックス・スコアは、サイドラインのみで有用で、正式な検査ではない。

なくてはいけません。
・グラスゴー・コーマ・スケールが 15 点未満
・精神状態の悪化
・脊髄損傷の可能性
・症状の進行や悪化、新たな神経症状などを認めた場合
・嘔吐が続く場合
・頭蓋骨骨折を疑う所見
・外傷後けいれん
・出血凝固異常
・脳神経外科手術の既往（例：シャント手術）
・多発外傷

痛み刺激で開眼する

いいえ

小児用マドックス・スコア

小児用マドックス・スコア （上記４項目の和） ＝

注意：頭部を打撲した際には、重症の外傷が起こっていることもありま

呼びかけで開眼する

いいえ

『これからいくつか質問をします。注意深く聞いて、
できるだけ質問に答えて下さい。』

最後に受けた授業は何ですか？

1

はい

はい

今どこにいますか？

・脳機能傷害（例：混乱）

全く開眼しない

いいえ

はい

上記の症状を伴う顔面外傷はあるか？

・自覚症状（例：頭痛）

開眼反応（E）

はい

はい

ある場合、その持続時間

・身体的症状（例：ふらつき）

1

いいえ

方向感覚の喪失や混乱はあるか？（質問に適切に答えられないなど）

伴わないことが多いです。

●

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

現在何か薬を服用していますか？はいの場合、記載してください。
点

症状が悪化している場合には、GCS を記録すべきである。
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Child-SCAT3
3

Sport Concussion Assessment Tool
for children ages 5 to 12 years

5

子供からの報告

氏名

ない

ほとんどない

時々ある

よくある

気が散りやすい

０

１

２

３

注意を向けにくい

０

集中できない

何を言われたか思い出せない
言われたことができない
ぼんやりしてしまう
混乱する

０
０
０
０
０

忘れやすい

０

最後までやり通せない

０

物事が理解できない

０

新しい事が覚えれない

０

頭が痛い

０

めまいがする

部屋が回転している感じ
気が遠くなりそう
目がかすむ

０
０
０
０

物が二重に見える

０

おなかが痛い

０

すごく疲れている

０

疲れやすい

自覚症状の総数（最大数20）＝

０

１
１

２
２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

認知機能評価

Standardized Assessment of Concussion-child Version (SAC-C)

３

テスト

３

今日は何月？

誤答0

正答1

今日は何曜日？

誤答0

正答1

見当識

今日は何日？

３
３

今日は何年？

３

4

医師の問診

３

短期記憶

３

List

３

誤答0

Trial 3

別の組み合わせ

1

0

1

電話

サクラ

1

0

1

ナイフ

たぬき

0

1

0

３

電車

0

1

0

３

まんが

りんご

３

鉛筆

３

Total

0
0
0

1
1

３
３

０

１

２

３

集中できない

何を言われたか思い出せない
言われたことができない
ぼんやりしている
混乱している

０
０
０
０
０

忘れやすい

最後までやり通せない

問題解決ができなくなった
学習障害がある
頭痛がある

０
０
０
０
０

めまいがする

部屋が回転している感じ
気が遠くなりそう
目がかすむ

０
０
０
０

物が二重に見える

０

気分が悪そう

０

すごく疲れている

０

疲れやすい

症状の総数（最大数20）＝

０

症状の重症度（最大20×3＝60点）＝
体を動かすと症状は悪化しますか？
頭を使うと症状は悪化しますか？
保護者の評価

医師の問診

１
１

２
２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

１

２

はい

とても違う

テレビ

Trial

⁄ 15点

別の数列
4-1

3-8-1-4

0

1

3-2-7-9

1-7-9-5

0
0
0

1
1

1

6-2-9

1-5-2-8-6

5-3-9-1-4-8

5-2-6

3-8-5-2-7

8-3-1-9-6-4

『曜日を逆から言ってみて下さい。日曜日から始めましょう。』

３

正答した場合は１点を与える。
日‐土‐金‐木‐水‐火‐月

３

誤答0

正答1

集中力スコア（数列・曜日逆唱 ６項目の総和）＝

３

6

３
３

頚部検査

３

所見

３
３

7

３
３

可動範囲、

圧痛、

⁄ 6点

上半身、下半身の感覚、動き

バランステスト

一つまたは二つのテストをして下さい。

履いているもの
（シューズ、裸足、プロテクター、テーピング等）

３
３

BESS テスト

３
３

左右のどちらの足で行ったか？（利き足でない足はどちらか）

３

床の状態は？（固い床、グランド）

右

３
３

バランステスト

３
３

両足立ち

左
回

つぎ足立ち

つぎ足歩行（4 回の中で 1 番短い時間）

回
秒

子供がやろうとして、つぎ足歩行ができなければチェックする

8

いいえ

保護者の評価と医師の問診

どちらでもない

バナナ

みかん

1

集中力：曜日の逆唱

協調運動スコア

どちらの腕で行ったか？
協調運動スコア

子供の様子は普段とどの位違いますか？一つ選んでください
変わらない

自転車

1

0

1

飛行機

5-2

7-1-8-4-6-2

総合評価（保護者／教師／コーチ／引率者が回答）

保護者からの報告を記載した人の名前

0

イヌ

1

6-2-9-7-1

いいえ

はい

1

0

4-9-3

自己評価と医師の観察

気が散りやすい

０

1

0

6-2

合計

注意が保てない

0
0

1

List

３

よくある

1

集中力：数字の逆唱

３

時々ある

0

合計 短期記憶スコア（上記５項目の和）＝

３

ほとんどない

点

Trial 2

ねこ

３

ない

正答1

Trial 1

３

保護者からの報告

正答1

見当識スコア（上記４項目の和）＝

自覚症状の重症度（最大20×3＝60点）＝
自己評価

誤答0

9

判断できない

SAC 遅延想起

子供との関係

脳振盪の診断、回復度の測定、脳振盪後の競技復帰への指標として、
単独で Child SCAT3 を用いてはいけない。
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右

左

⁄1

⁄5個

徴候や症状は時間経過とともに変化するので、急性期脳振盪の評価
において、繰り返しの評価が必要である。
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Child-SCAT3

Sport Concussion Assessment Tool
for children ages 5 to 12 years
(a) 両足立ちテスト

使用方法

『
けの姿勢を取って下さい。両手はお尻の脇に
つけ目を閉じて下さい。20 秒間その姿勢を保って下さい。姿勢の乱れ
をカウントすることを子供に知らせてください。子供が姿勢を構え、目
を閉じたら時間を測り始めます。
(b) つぎ足（タンデム）立ちテスト
『利き足を前に、逆の足を後ろにして、かかととつま先をくっつけて立
ちます。体重は両方の足に均等にかけさせます。両手はお尻の脇につけ、
目を閉じて 20 秒間その姿勢を保つように指示します。姿勢の乱れをカ
ウントすることを子供に伝えます。もしよろけて姿勢が乱れたら、目を
開けて、最初の姿勢にもどり、バランステストを続けるように指示しま
す。子供が姿勢を構え、目を閉じたら時間を測り始めます。』

Child SCAT3 での斜字の文章は、試験者が子供に対して問いかけている
文章である。

●

競技場での評価―小児用マドックス・スコア

脳振盪が起こったらすぐに、競技場、グランドにて評価してください。
経過中に繰り返して行う必要はありません。

●

自覚症状のスケール

競技後に行う場合は、少なくとも10分の休憩の後に行ってください。
受傷当日

バランステスト：バランスエラーの種類

子供からの報告の項目に、子供に今どのように感じているかを答えさせ

１． 手を腰から離す。

てください。

２． 目を開ける。

翌日以降

３． 足をつく、よろける、倒れる。

子供からの報告の項目に、子供に今日どのように感じているかを答えさ

４． 股関節を 30 度以上外旋させる。

せてください。

５． かかとやつま先を上げる。

また、親からの報告の項目に、保護者、引率者に答えさせてください。

●

説明

６． 5 秒以上、テストの姿勢が取れない。

SAC-C

20 秒ごとの試験で、子供がエラー、あるいは適切な位置からのずれの
蓄積を数えます。 子供が適切なスタートポジションをとった後から、

スコアシートの各項目を質問してください。正解すれば1点、子供が理

試験官はエラーを数え始めます。 変更 BESS は、2 つの 20 秒のテスト

短期記憶

一つの条件でのエラーの最大合計の数は 10 です。 もし子供が同時に多

で、それぞれのエラーによる 1 点を加えることによって、計算します。

解できない、誤った答え、答えなかった場合は0点とします。

数のエラーをしたなら、1 つのエラーを記録します。子供は速くテスト

『これから記憶のテストをします。いくつかの単語を読み上げますので、
私が読み終わったら、それらの単語を言ってください。順番は前後して
もかまいません。』
Trials 2＆3
『同じ単語をもう一度読み上げますので、覚えておいて、私が読み終わ
ったら、それらの単語を言ってください。順番は前後しても構いません。』
トライアル1，2のスコアにかかわらず、3回のトライアルを行う。単語
は1秒間に1個の速さで読み上げます。正答1個につき、1点を与え、3回
トライアルの合計点を記録します。子供には、後でもう一度質問するこ
とを事前に教えないこと。
集中力
数列逆唱
『これからいくつかの数字を言いますので、それを逆の順番で言ってみ
て下さい。例えば、7-1と言ったら、1-7と答えてください。』
正答したら1ケタ多い次の数列に進みます。間違えた場合は、もう一度
同じ問題を繰り返してください。正答した場合には1点を与える。2回と
も誤答した場合は、そこでテストを打ち切ります。数字は1秒に1つずつ
読み上げます。
曜日の逆唱
『１週間の曜日を逆から言ってみて下さい。日曜日から始めましょう。
日曜、土曜のように言ってください。さあ、どうぞ』
すべて正答した場合は 1 点を与える。
日‐土‐金‐木‐水‐火‐月 誤答 0 正答 1
遅延記憶想起
遅延記憶想起は、バランステスト、協調運動テストの後に行います。
『前に私が何回か読み上げた単語を覚えていますか？覚えている単語
をできるだけ答えてください。』
単語1つにつき、1ポイント与える。

●

ポジションに戻り、戻ってから、再びエラーを数えます。スタートの時

点で５秒間テストを維持することができない子供たちは、最大点の 10
点を付けます。

オプション：さらに評価をするためには、上記と同じ 2 種類の立ち方を、
中間の硬さ（例えば、およそ 50cm×40cm×6cm）のマットの上で行な
うこともできます。

つぎ足（タンデム）歩行テスト

実施には秒が測れる時計、ストップウォッチを用いて、この課題に要し
た時間を図ります。

評価者への説明―以下のことを子供に見せてください。
子供はスタートラインに足をそろえて立つように指示してください（テ
ストを正確に行うには靴を脱がしてください）。その後、幅 38mm、長
さが 3ｍのスポーツテープの上を、できるだけ速く、正確につぎ足歩行
をさせます。この時、つま先とかかとを確実にくっつけさせます。 3m
の端に着いたら、180 度回転して、同じようにして出発点に戻ります。

合計 4 回行い、一番良かったタイムを記録します。子供がラインから外
れたり、かかととつま先が離れたり、あるいは試験官、物に触ったり、
つかんだりした場合は失格とします。この場合、時間は記録せず、検査
を繰り返します。
線の端まで行って戻ってくる時間を測っていることを、子供におしえて
ください。

●

上肢協調運動：指―鼻テスト

『これから協調運動のテストを行います。楽な姿勢で椅子に座って下さ
い。目は開けたままです。右手あるいは左手を、まっすぐ前に伸ばし、
床と平行になるように挙げて下さい（肩関節を 90 度曲げて、肘と人差
し指を伸ばした状態）。合図をしたら人差し指の先を鼻の頭につけ、ま
た腕を完全に伸ばす運動を、できるだけ速くかつ正確に 5 回繰り返して
下さい。（合図）』

バランステスト

バランステストを行う場合は、子供に見本を見せた後に子供に同じ動作
をさせてください。

バランステストは、Balance Error Scoring System (BESS) を改編したも

のです。実施には秒が測れる時計、ストップウォッチが必要です。

スコアー

『これからバランスのテストをします。靴を脱いで、（可能ならば）ズ
ボンのすそをくるぶしの上まであげて下さい。（可能ならば）足関節の
テーピングは外して下さい。2つのテストを行います。』

4 秒以内に 5 回できれば 1 ポイント

検査官への注意事項：子供が、もし鼻に触れられない、完全にひじを伸
ばしきれない、あるいは 5 回できないなら、失敗とします。失敗の場合
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Child-SCAT3

Sport Concussion Assessment Tool
for children ages 5 to 12 years

競技する児童へ

児童が症状の悪化なく学校生活に戻るまで、運動や競技に復帰してはい
けません。競技に復帰する前には、医学的な許可が必要です。
もし何らかの疑いがあるなら、小児の脳振盪の管理に精通した専門医に
管理を任せるべきです。

脳振盪を起こした可能性がある場合は、競技を中断させ、医学的な評価
を受けなくてはいけません。 受傷した日に競技に参加させてはいけま
せん。

●

●

最初の24-48時間以内に問題が明らかになる場合もあります。子供を独
りにしてはいけません。また、以下のような症状を認めた場合は病院を
受診してください。
— 新しい頭痛、あるいは頭痛の増強
— しつこい、あるいは首の痛みの増強
— 眠気が強い、あるいは目をさまさない

ステージ

— 人や場所を識別できない
— 吐き気あるいは嘔吐をする

— 普段と行動が違う、困惑している、あるいは怒りっぽい
— けいれんする（手足が勝手に動く）

— 麻痺、しびれ、ヒリヒリ感（腕、脚あるいは顔）がある
— 歩いたり、立っているのが不安定
— しゃべり方が不明瞭
— 話や指示を理解できない

安全こそが最優先であると覚えておいてください。
脳振盪が疑われた場合は、すぐに主治医に相談してください。

●

競技への復帰

子供が症状の悪化なしで学校や学習に復帰するまで競技に戻したらい
けません。
子供たちを受傷した日と同じ日に競技に戻してはいけません。
子供たちを競技に戻す際は、医学的な許可を得て、段階的に監修された
プログラムに従って進める必要があります。

観察項目

学校生活への復帰

脳振盪のため、学校での学習上、認知機能への影響があるかもしれませ
ん。 このことを考慮し、子供が学校生活に復帰する前に、医師による
診察が必要です。 脳振盪後に子供が学校を１、２日欠席することは理
にかなっていますが、欠席を続けることは一般的ではありません。子供
によっては、学校生活に復帰するための段階的なプログラムが必要でし
ょう。 症状の悪化がないなら、復帰プログラムに沿って次の段階に進
むことができます。 もし特定の活動が症状を悪化させた場合は、その
影響が出なくなるまで同じ活動をさせないようにします。 症状を悪化
させないようなら、コンピュータやインターネットも同様に段階的に使
用が可能です。 このプログラムは親、教師、医療従事者間のコミュニ
ケーションのもとに行われるべきであり、子供ごとに状況は異なります。
学校生活への復帰プログラムで考慮すること：
— 宿題／テストを完了できるように追加の時間を与える
— 宿題／テストを完了できるように静かなスペースを確保する
— カフェテリア、集会所、スポーツイベント、音楽クラス、工作クラ
スなどのような騒々しい場所の回避
— 授業中、家庭学習、テストの時に頻回に休憩を取らせる
— 1日に1試験しか行わない。
— 宿題を少なくする
— 繰り返したり 、思い出す手掛かりを与える
— 同級生に手助けをさせるか、家庭教師をつける
— 子供には、回復するまで課題を少なくしたり、テストの形式を変更
することなどでサポートすることを伝え、安心させる
— 始業時刻を遅らせる、半日授業とする、特定の授業だけ受けさせる

各ステージにおける
実際の運動

各ステージの目標

活動なし

体と認知機能の休息

回復

軽い有酸素運動

最大心拍数70％以下の
強度での歩行、水泳、エ
アロバイク

心拍数の増加

競技に関連した
運動

アイスホッケーにおけ
るスケート訓練、サッカ
ーにおけるランニング。
頭部への衝撃となる活
動は控える

運動負荷

接触プレーのな
いトレーニング

より複雑なトレーニン
グ（例えば、サッカーや
アイスホッケーにおけ
るパス練習）。より強度
を強めても良い。

運動・協調・認知負荷

接触プレーを含
むトレーニング

医学的問題がなければ、
通常練習

自信の回復とコーチ
ングスタッフによる
機能評価

競技復帰

通常の競技参加

およそ24時間（あるいはもっと長く）それぞれの段階にかけるべきです。
もし脳振盪後の症状が出現するならば、前の症状が現れないレベルに戻
らなければなりません。 ウエイトトレーニングは後半のステージまで
行わないでください。
もし子供が10日以上症状を持続するなら、脳振盪の専門医の診察を受け
ること勧めます。
競技復帰の前に医学的な許可が必要です。
備考：

!

子供と両親、引率者向けの脳振盪につい
てのアドバイス

患者氏名
受傷日

（脳振盪を起こした子供を見守る人に渡します。）
この子供は頭の外傷を受けています。 注意深い診察を行いましたが、
重篤な合併症のサインは見いだされませんでした。 回復は速いと思わ
れますが、今後24時間は大人による見守りが必要です。
もし行動の変化、嘔吐、めまい、頭痛の増悪、複視あるいは過度の眠さ
に気付いたら、救急車にて、すぐに子供を病院に輸送してください。
他の重要なポイント：
脳振盪の後は、少なくとも24時間休ませてください
症状が悪化するようなら、コンピュータやインターネットあるいは電
子ゲームをさせてはいけません
医師からの処方薬を除き、鎮痛剤を含めて薬を服用してはいけません
医学的に許可されるまで、学校に復帰してはいけません
医学的に許可されるまで、競技に復帰してはいけません

診察日
診察者

病院の電話番号
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３．記憶のテスト

小児、若年者、成人の脳振盪を疑うための手引き

以下の質問に１つでも誤りがあれば脳振盪を疑います。

「今日の競技場はどこですか？」
「今は前半ですか、後半ですか？」
「この試合で最後に得点した人は誰ですか？」
「先週の対戦相手は？」
「チームは最近の試合に勝ちましたか？」

脳振盪をうたがって競技を止める

以下に示すような様子や自覚症状、所見、記憶テストの誤りが
1 つでもあった場合は、脳振盪を疑います。

脳振盪の疑いがある場合、選手はすぐに競技を中断し、医師の診察を
受けるまで復帰するべきではありません。脳振盪の疑いがある場合、
ひとりで過ごすことは避け、運転をしてはいけません。

１．脳振盪を思わせる様子

次のような状態が 1 つでもあれば、脳振盪の可能性があります。

脳振盪が疑われた場合、たとえ症状が改善しても、医師の診察を受け、
選手が競技に復帰することに関して指導を受けてください。

意識消失または反応がない
倒れて動かない／起き上がるのが遅い
足元が不安定／バランスが悪く倒れる／手足を上手に動かせない
体や頭の支えが必要
ぼう然としている、ぼーっとして無表情、空虚な顔つき
混乱している／競技やプレーのことがわからない

RED FLAGS 警告

次のいずれかがあれば、選手は安全にただちに場外に出してください。
専門の医師がいなければ、救急車で搬送することを考慮してください：
-

２．脳振盪を思わせる自覚症状と所見

以下の自覚症状および所見がひとつでもあれば脳振盪を疑います。
-

意識消失
けいれん
バランス異常
嘔気や嘔吐
眠気
感情的
怒りっぽい
悲しい
疲労、力が出ない
心配・不安
何かおかしい
思い出せない

-

頭痛
めまい
混乱している
反応が鈍い
頭部圧迫感
ぼやけて見える
光に過敏
覚えられない・思い出せない
霧の中にいる感じ
頚部痛
音に過敏
集中できない

首の痛みを訴える
混乱やいらいらが増強する
何度も嘔吐する
けいれん
手足の脱力、しびれ感、灼熱感

-

次第に意識が低下する
激しい、あるいは増強する頭痛
異常な行動
物が二重に見える

注意：
- すべての例で、応急処置が基本原則
（危険、反応、気道、呼吸、循環）に注意してください
- 訓練を受けていないかぎり選手を動かそうとしないでください
（気道確保を要する場合を除く）
- 訓練を受けていないかぎりヘルメット（装着例）を外さないでください
from McCrory et al. Concussion Statement on Concussion in Sport. Br J Sports Med 47(5), 2013
Ⓒ2013 Concussion in Sports Group

Ⓒ2013 Concussion in Sports Group
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Talk & deteriorate 症例の検討：

Analysis of talk & deteriorate patients: Report
of our own cases and review of literature

自験例の報告と文献的考察
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Introduction: We retrospectively analyzed surgically
treated “talk and deteriorate (T&D)” patients at our institution to find an appropriate management of this potentially preventable poor outcome head injury.
Materials and Methods: From January 1996 to November
2014, a total of 468 patients with mild head injuries
(GCS ≧13) were admitted to our institution. Among these,
16 patients were identified as T&D. We defined T&D as
a patient who utters comprehensible speech at some time
after head injury and then deteriorates to a severe state
(GCS score 8 or less) within 24 hours after injury. Clinical
characteristics of these patients were analyzed.
Results: Of the 16 T&D patients, 10 were men, and 6 were
women, aged 16–89 years (mean ± standard deviation
(SD) = 65 ± 19). Thirteen patients were injured in non
high energy trauma. All deterioration was due to intracranial hematomas, mostly acute subdural hematoma.
Time interval from accident to deterioration was 1–15
hours (mean ± SD ＝ 4.4 ± 4.0). All patients underwent
craniotomy, two of these craniectoy and 5 indwelled
intracranial pressure monitoring. Two died and 6 were
left in moderate disability or severe disability status. The
remaining 8 patients had good outcome.
Conclusion: The most important factors in saving these
patients are rapid diagnosis and immediate surgical
decompression before irreversible brain damage sets in.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

rate（T & D）”と診断し，特に computerized tomogra-

1975 年 Reilly らは，ある時期に話をしていた頭部

phy（CT）において強い shift がみられる場合には早
期に外科手術を考慮するよう提唱した 8）。

外傷後の患者が，急激な状態の悪化により，死亡す
る症例を“talk & die”と命名した 12）。次いで 1983 年

T & D は，発症の予測と早期治療が重要と思われ，

Marshall ら は ， The National Traumatic Coma Data

当院における自験例を後方視的に調査し，分析した

Bank に登録された 325 例中，34 例を“ talk & deterio-

ので報告する。

27

神経外傷 Vol.39 2016

Table 1 Summary of patients who "talk & deteriorate"

Duration of
Main
interval to Initial
GCS at
No Age ⁄ Sex intracranial Mechanism of injury
deterioration GCS deterioration
lesion
(hours)

Management

GOS at
discharge

1

60 ⁄ M

ASDH

Fall on the same level

2

15

8

Simple craniotomy

GR

2

85 ⁄ M

TICH

Fall on the same level

4

14

7

Simple craniotomy

D

3

54 ⁄ W

AEDH

Fall on the same level

1

14

9

Simple craniotomy

GR

4

38 ⁄ M

AEDH

Road traffic accident

2

14

12

Simple craniotomy

GR

5

89 ⁄ W

ASDH

Fall on the same level

6

14

6

Craniotomy,
ICP monitor

MD

6

81 ⁄ M

ASDH

Fall on the same level

8

15

8

Simple craniotomy

SD

7

66 ⁄ W

ASDH

Road traffic accident

5

14

5

Craniotomy,
ICP monitor

GR

8

81 ⁄ M

ASDH

Fall on the same level

15

15

12

Simple craniotomy

GR

9

16 ⁄ M

AEDH

Road traffic accident

4

13

10

Simple craniotomy

GR

10

55 ⁄ M

ASDH

Road traffic accident

1

13

6

Craniotomy,
ICP monitor

GR

11

89 ⁄ W

TICH

Road traffic accident

12

15

7

Simple craniotomy

SD

12

70 ⁄ M

TICH

Road traffic accident

6

14

10

Craniotomy,
temporal lobectomy

MD

13

51 ⁄ W

ASDH

Fall on the same level

2

15

6

Simple craniotomy

SD

14

67 ⁄ W

ASDH

Fall on the same level

1

15

11

Craniotomy,
ICP monitor

GR

15

79 ⁄ M

ASDH

Assault

1

13

7

Craniectomy,
ICP monitor

SD

16

64 ⁄ M

TICH

Fall

7

13

7

Craniectomy,
ICP monitor

D

No: number, GCS: Glasgow Coma Scale, GOS: Glasgow Outcome Scale, M: man, W: Woman, ASDH : acute subdural
hematoma, TICH : traumatic intracerebral hematoma, AEDH : acute epidural hematoma, ICP: intracranial pressure, GR :
good recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability, D: death

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
（Table 1）

原著には 12），合目的な話ができることおよび意識障
害出現までの時間に関し明確な定義はないが，ここ

対象は，1996 年 1 月から 2014 年 11 月までに，当施

で は Glasgow Coma Scale（ GCS）score が 13 点 以 上

設で入院加療した T & D 手術症例 16 例である。

かつ外傷後 24 時間以内とした。
これら 16 例の性別や年齢などの患者背景・頭部外

T & D の定義は，入院後のある時間内は合目的な
話ができていたが，その後急激に意識障害が進行し，

傷の種類・受傷原因・頻度・GCS 悪化までの時間・

外科的処置が必要となった患者とした。Reilly らの

治療・転帰に関し検討した。
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Table 2 Type of injury in young and elderly patients

Table 3 Initial GCS & GOS

～ 60 yrs

61 yrs ～

Total

GCS ⁄ GOS

GR

MD

SD

PVS

D

Total

AEDH

3

0

3

15

3

0

3

0

0

6

ASDH

3

6

9

14

3

2

0

0

1

6

TICH

0

4

4

13

2

0

1

0

1

4

Total

6

10

16

Total

8

2

4

0

2

16

yrs: years old, AEDH : acute epidural hematoma, ASDH:
acute subdural hematoma, TICH : traumatic intracerebral
hematoma

Ⅲ─────────────── 結

〔 1 〕 性別・年齢（Table 1）

GCS: Glasgow Coma Scale, GOS: Glasgow Outcome Scale,
GR : good recovery, MD: moderate disability, SD: severe
disability, PVS: persistent vegetative status, D: death

Table 4 GCS at deterioration & GOS

果 ─

GCS ⁄ GOS

GR

MD

SD

PVS

D

Total

男性 10 例，女性 6 例で年齢は 16～89（平均 ± 標準

12

2

0

0

0

0

2

偏差＝65.3 ± 19.4）歳であった。高齢者が多いが，外

11

1

0

0

0

0

1

傷前に抗血栓薬を服用していた患者は 1 例のみで

10

1

1

0

0

0

2

。
あった（症例 6 cilostazol 200 mg/day 服用）

9

1

0

0

0

0

1

8

1

0

1

0

0

2

T & D を引き起こした主たる頭部外傷は，急性硬

7

0

0

2

0

2

4

膜下血腫（acute subdural hematoma: ASDH）が最多

6

1

1

1

0

0

3

で 9 例 に ，外 傷 性 脳 内 血 腫（ traumatic intracerebral

5

1

0

0

0

0

1

Total

8

2

4

0

2

16

〔 2 〕 頭部外傷の種類（Table 1）

hematoma: TICH）が 4 例に，急性硬膜外血腫（acute

GCS: Glasgow Coma Scale, GOS: Glasgow Outcome Scale,
GR : good recovery, MD: moderate disability, SD: severe
disability, PVS: persistent vegetative status, D: death

epidural hematoma: AEDH）が 3 例 で あ っ た 。主 た
る損傷がび漫性脳損傷単独の症例は経験しなかった。

〔 3 〕 受傷原因（Table 1）
受傷原因は，転倒が 8 例，交通事故が 6 例，転落と

（2）年代別の T & D の頻度（Table 1）

暴行がそれぞれ 1 例であった。交通事故の大半は，
接触程度による転倒頭部打撲のためであり，高エネ

年代別の T & D の症例数は，より高齢になるほど

，非高エネルギー外傷が
ルギー外傷は少なく（3 例）

増 加 し た 。 61 歳 か ら 80 歳 ま で の 年 代 で み る と ，

多数を占めた（13 例）
。

GCS≧13 以上の症例を同時期に 85 例経験しており，
6％（5／85）を占めた。さらに 81 歳以降になると，同

〔 4 〕 T & D の頻度

年代で経験した GCS≧13 以上の頭部外傷は 21 例で，

（1）全頭部外傷中の T & D の頻度

実に 24％（5／21）を占めた。
（3）年代別の T & D を発症した頭部外傷の種類

対象期間中に，当施設で経験した GCS≧13 の頭部

（Table 2）

外傷患者は 468 例であった。この中で，悪化の原因
が，全身性の要因（敗血症，腎不全，肺塞栓など）に

T & D を発症した頭部外傷の種類と年齢に着目す

起因する症例が 6 例存在した。したがって，頭部外傷

ると，完全な分離がみられた。すなわち 60 歳以下で

，全身
の中に占める T & D の頻度は，3.4％（16／468）

は AEDH と ASDH のみで TICH はなく，逆に 61 歳以

性の要因によるものも含めた全体では，4.7％（22／

降では AEDH が 1 例もなく，ASDH と TICH のみで

468）であった。

あった。
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あっても，D および SD が 6 例あり，必ずしも相関は
認められなかった。一方，悪化時 GCS と転帰との間
には相関がみられ，特に 8 点以下の場合，7 例が SD
以下と不良であった。

Ⅳ────────────── 代表的症例 ─
A

（Table 1，症例 16）

B

症例：64 歳の男性，特記すべき既往歴はなし。作
業中に脚立から 3 m 下方の地面まで落下し，頭部を打
撲した。来院時（受傷 1 時間後）
，GCS 13（E3V4M6）
で頭部 CT 上は，左前頭葉の脳挫傷，薄い ASDH お
よび気脳症が認められた（Fig.1-A）
。受傷 3 時間後の

CT（Fig.1-B）では，脳挫傷が鮮明となり，受傷 6 時
間後（Fig.1-C）には軽度の shift も認められた。この
時点では GCS 12（E3V3M6）であったため，経過を
C

みた。しかし受傷 9 時間後に GCS 7（E1V1M5）に悪

D

化，CT（Fig.1-D）では脳挫傷の増大が認められ，直

Fig.1 CT scan findings of the illustrative case.

A: Initial CT obtained 1 hour after injury. Pneumocephalus,
left frontal lobe contusion and thin subdural hematoma were
noted.
B : Second CT 3 hours after injury. Left frontal lobe contusion
slightly grew.
C : Third CT 6 hours after injury. Mild mass sign was noted.
D : Fourth CT 9 hours after injury. Frontal contusion grew
more to form intracerebral hematoma with midline shift.

ちに挫傷脳および血腫除去術に外減圧術を施行した
が，受傷 3 日目に死亡した。

Ⅴ─────────────── 考

察 ─

本検討においては，GCS≧13 の頭部外傷患者の約

3.4％に T & D を経験した。報告では 2.6～25.1％とさ
れ 1,4,7,8,13,16），来院時軽症である頭部外傷の中にも，

〔 5 〕 GCS 悪化までの時間（Table 1）

急激な症状の悪化をきたし，不慮の転帰をきたす症

当院来院時から GCS 悪化までの時間は，1～15 時

例が存在することは，Reilly らの最初の報告 12）から

間（平均 ± 標準偏差＝ 4.8 ± 4.0）であった。AEDH

約 40 年経過した現在においても稀ながら経験する。

の 3 例中全例と ASDH 9 例中 5 例は，4 時間以内に悪

本検討からも明らかなように，T & D の特徴は，

化していた。一方，TICH 4 例中 3 例は 6 時間以降に

高齢者の局所性脳損傷，特に ASDH で発症しやす

GCS が悪化していた。

く，GCS 悪化までの時間は，AEDH，ASDH などで
短く，逆に TICH では長い。転帰に関しては，初診

〔 6 〕 治療・転帰（Table 1, Table 3, Table 4）

時の GCS は転帰と相関せず，逆に悪化時の GCS は
転帰と相関する 1,3,4,7,8,9,10,12,13,16），と考えられる。

GCS 悪化直後，全例で開頭血腫除去術が施行され
た。その中で，2 例は外減圧術を追加施行され，6 例

T & D 診断の問題点は，どのような症例が T & D
となるのか，急性期には予測が困難なことである。

には頭蓋内圧モニターが設置された。

軽症頭部外傷患者の大多数は良好な転帰をとる 10）が，

退院時の Glasgow Outcome Scale（GOS）は，good

recovery（GR）が 8 例 ，moderate disability（MD）が

前述した T & D の特徴は，その予測の一助になると

2 例 ， severe disability（ SD）が 4 例 ， death（ D）が 2

思われる。

例であった。

したがって，少数ながら存在する T & D を外傷後

初診時 GCS と転帰に関しては，GCS が 13 以上で

早期に抽出するためには，T & D の主因である血腫
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T & D 自験 16 例を提示検討した。転帰改善のため
には，早期診断・治療（外科手術）が重要なことを再
度報告した。
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Background: Standard surgical treatment for traumatic
intracranial hemorrhage such as acute subdural hematoma
and brain contusion is craniotomy or craniectomy with
general anesthesia. However, we offen hesitate surgery for
patients who have severe general state or elderly. For these
patients, endoscopic surgery is performed in our hospital.
In this study, we investigated cases of traumatic intracranial
hemorrhage treated with endoscopic surgery and its surgical
results retrospectively.
Methods: Thirteen patients with traumatic intracranial
hemorrhage were admitted to our hospital and treated
with endoscopic surgery from April 2008 to August 2015.
Nine patients with brain contusion and 4 patients with
acute subdural hematoma was included. We investigated
following factor: age, sex, pre-operative consciousness,
hematoma volume and thickness, evacuation rate of
hematoma, complication and modified Rankin Scale
(mRS) at discharge.
Results: All cases were treated with endoscopic surgery
only without decompressive craniectomy. In cases of brain
contusion, mRS at discharge was 0–2 : 4 cases (44%), 3–5 :
3 cases (33%), 6 : 2 cases (22%). In cases of mRS 6, cause
of mortality was myocardial infarction and sepsis, respectively, and no case died of brain trauma. In cases of acute
subdural hematoma, mRS at discharge was, 3–5 : 3 cases
(75%), 6 : 1 case (25%). Cause of mortality was rebleeding.
Conclusion: Endoscopic surgery for traumatic intracranial
hemorrhage is a treatment option if its indication is
considered carefully. While it is not sufficient for hemostasis, endoscopic surgery is less invasive and possible to
perform sufficient decrease of intracranial pressure compared with craniotomy or craniectomy. The number of
endoscopic surgery for traumatic intracranial hemorrhage is still small, further studies are needed.
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Table 1 Summary of 9 patients with traumatic intracerebral hematoma

Case

Age
(yrs)

Sex

Location

JCS on
admission

Volume
(ml)

Onset to
treat (hr)

Evacuation
Complication mRS
Rate (%)

1

82

M

frontal (Lt.)

200

48

29

68

2

80

F

frontal (Lt.)

20

63

398

82

1

3

72

M

frontal (Bilat.)

3

50

45

35

0

4

62

M

frontotemporal (Lt.)

10

64

6.5

52

3

5

61

M

frontotemporal (Rt.)

100

30

34

100

0

6

75

F

temporal (Rt.)

200

107

4. 5

75

6

7

88

M

parietal (Lt.)

200

35

56

100

Sepsis

5

8

73

F

temporal (Rt.)

1

20

33.5

100

Pneumonia

0

9

78

M

frontal (Rt.)

100

55

5

71

MI

6

4

M: male, F : female, Lt .: Left, Bilat .: Bilateral, Rt .: Right, JCS: Japan Coma Scale, MI: myocardial infarction, mRS: modified
Rankin Scale

Table 2 Summary of 4 patients with acute subdural hematoma

Case

Age
(yrs)

Sex

Side

JCS on admission

Hematoma thickness
(mm)

Midline shift
(mm)

Complication

mRS

1

81

M

Rt.

200

25

15

Rebleeding

6

2

86

M

Rt.

100

26

13

3

88

M

Rt.

200

32

17

4

88

M

Lt.

20

25

13

5

CSH

M: male, Rt. : Right, Lt .: Left, JCS: Japan Coma Scale, CSH : Chronic Subdural Hematoma, mRS: modified Rankin Scale

Ⅰ─────────────── はじめに ─

3
4

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─
2008 年 4 月 1 日より 2015 年 8 月 1 日までに当施設で

急性硬膜下血腫，脳挫傷などの外傷性頭蓋内出血
に対する標準的かつ最適な外科治療は，全身麻酔下

施行した内視鏡下血腫除去術連続 13 例（脳挫傷 9 例，

の開頭血腫除去術である。しかし，高齢者や重篤な

急性硬膜下血腫 4 例）を対象とした。患者の年齢，性

併存疾患を有する高リスクの症例では，手術適応に

別，術前の意識，血腫量（急性硬膜下血腫の場合は

迷うことがある。当施設では，開頭手術のリスクが

血腫厚）
，手術による血腫除去率，周術期合併症，予

高いと考えられる外傷性頭蓋内出血に対して，内視

後を評価した。

鏡下血腫除去術を行っている。今回，当施設で内視

脳挫傷の場合，脳内出血に対する内視鏡下脳内血

鏡下血腫除去術を行った急性期外傷性頭蓋内出血 13

腫除去術に準じて行った。2〜 3 cm の burr hole もし

例について検討し，同術式の有用性，手術適応とそ

くは小開頭を行い，10 mm のシース，0°，2.7 mm の

の限界につき考察した。

硬性鏡を使用して血腫除去を行った。急性硬膜下血
腫に対しては，4〜 5 cm の小開頭を行い，シースは
用いずに 0°，4 mm の硬性鏡を使用してフリーハン
ドで血腫除去を行った。手術は全身麻酔，局所麻酔，
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どちらでも施行可能であるが，意識レベル，緊急性，
全身状態などを考慮して，症例毎に選択した。

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

脳挫傷 9 例，急性硬膜下血腫 4 例に対して内視鏡下
血腫除去術を行い，全例において内視鏡下に手術を
完遂し得た。術後，外減圧術が必要になる症例は認

めなかった。全症例を，脳挫傷は Table 1，急性硬膜
下血腫は Table 2 に示す。

〔 1 〕 脳挫傷
年齢は平均 75 歳（61～ 88 歳）であり，男性 6 例，

Fig.1

A : CT taken at admission showing left epidural hematoma.
B: CT showing epidural hematoma enlargement. C : CT
showing contusional hematoma increasing in right frontal
lobe after surgery for epidural hematoma. D: CT showing
gross total evacuation of hematoma after endoscopic surgery.

女性 3 例であった。血腫量は平均 58.8 ml（ 20〜 107

ml）と 幅 が あ り ，血 腫 除 去 率 は 平 均 75.7％（ 35〜
100％）であった。血腫量は 8 例（ 89％）が 30 ml 以上
であったものの，木の枝による穿通外傷の 1 例のみ，
血腫量が 20 ml と少量であった。血腫除去率に関して
は，50％以下が 1 例（ 11％）
，50～70％が 2 例（ 22％）
，

70％以上が 6 例（ 67％）であり，後半の症例ほど血腫

〔 2 〕 急性硬膜下血腫

除去率は向上していた。周術期合併症としては，心
筋梗塞，敗血症，肺炎をそれぞれ 1 例に認めた。退

年齢は平均 86 歳（ 81〜 88 歳）であり，全て男性で

院時の転帰は，mRS 0〜 2 が 4 例（ 44％）
，mRS 3〜 5

あった。血腫厚は平均 27 mm（25〜32 mm）
，midline

が 3 例（ 33％）
，mRS 6 が 2 例（ 22％）
であった。死因

shift は平均 14.5 mm（13〜 17 mm）であった。1 例で

は 1 例が急性心筋梗塞，1 例が敗血症であり，頭部外

再出血による死亡，1 例で慢性硬膜下血腫への移行を

傷が直接の死因ではなかった。

認めた。退院時の転帰は，mRS 0〜 2 が 0 例（0％），

代表症例：
〈 Case 5 〉61 歳，男性。既往歴は高血圧

mRS 3〜5 が 3 例（ 75％），mRS 6 が 1 例（ 25％）であっ

のみ。2 m の高さの脚立から転落し，頭部を地面の

た。

コンクリートで打撲し，救急搬送。搬入時は JCSⅠ-1

代表症例：
〈 Case 3 〉88 歳，男性。軽度の認知症あ

であり，頭部 CT で左側頭部に急性硬膜外血腫を認め

り。夜間に転倒して頭部を打撲したが，その際は問

た（Fig.1-A）
。保存的加療を行うも入院直後より次第

題なく様子を見ていたところ，受傷 2 時間後に急速

に意識レベルが悪化し，CT で血腫の著明な増大を認

に意識低下，左片麻痺が出現したため救急搬送され

めたため（Fig.1-B），開頭血腫除去術を行った。血腫

た。搬入時は JCSⅢ-200，右瞳孔散大しており，頭部

は全摘されたものの，術後の CT で右前頭葉，側頭葉

CT で右頭頂側頭部に著明な正中偏位を伴う急性硬膜

に脳挫傷の出現を認めた。術後より頭蓋内圧が次第

下血腫を認めた（Fig.2-A）
。鉤ヘルニアをきたしてお

に上昇し，術後 2 日目には 30 mmHg を超過するよう

り，緊急手術が必要と考えた。年齢，症状，画像所

になった。CT で挫傷性血腫の増大と，浮腫性変化の

見を踏まえ，全身麻酔下の開頭術ではなく，局所麻

増悪を認めた（Fig.1-C）。全身状態の悪化を考慮し，

酔下の内視鏡下血腫除去術を選択した（Fig.2-B）
。術

内視鏡下に血腫除去を行った（Fig.1-D）。術後，頭蓋

直後に JCSⅠ-2 まで意識が回復し，麻痺も消失。経口

内圧は良好に管理され，意識レベル，全身状態も改

摂取も可能となった。順調にリハビリを行っていた

善。最終的には mRS 0 で退院となった。

が，術後 20 日目頃より，再度意識障害と左片麻痺が
出現し，頭部 CT で右慢性硬膜下血腫を認めた（Fig.2-
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がある 1）。また，脳挫傷の場合は極小開頭のみでは
手術困難である。
当施設では，全身状態が悪く，全身麻酔が危険な
症例や開頭手術では侵襲性が高いと考えられる症例，
迅速に減圧した方がよいと思われる重症頭部外傷例
に対して，家族の同意のもと，内視鏡下血腫除去術
を施行している。内視鏡下血腫除去術は開頭手術と
比較して，皮膚切開が小さく済み，出血量も少なく，
局所麻酔でも施行可能なため，減圧までの時間短縮
が可能，周術期の全身状態への影響も少ないという
メリットがある。HITT なども同様のメリットはある
が，内視鏡下血腫除去術の方が，実際に鏡視下で血
Fig.2

腫を除去できるため，確実な血腫除去が可能である。

A: CT taken at admission showing right acute subdural
hematoma with brain herniation. B: Post-operative CT showing hematoma successfully evacuated. C : CT taken 20 days
after first operation showing subacute subdural hematoma.
D : CT taken after second operation showing complete
evacuation of subacute subdural hematoma.

一方，デメリットとしては，① 減圧が不十分な可能
性がある，② 止血が確実ではない，などが挙げられ
る。①に関して，確かに減圧の問題はないとは言え
ないが，外減圧術を行うことで，骨縁からの脳の膨
隆により静脈還流が障害され，脳浮腫が助長されて
悪循環に陥るという意見もあり 3），開頭，外減圧に

C）
。術後 23 日目に内視鏡下血腫除去を行い，意識障

より十分な減圧が得られるか否かという部分に関し

害，左片麻痺は改善（Fig.2-D）
。最終的に意識 JCSⅠ-

ては未だに議論の余地がある。当施設では，内視鏡

1，mRS 3 で転院となった。

下血腫除去術後に頭蓋内圧モニタリングを行い，脳
浮腫により頭蓋内圧亢進が持続するようであれば外

Ⅳ─────────────── 考

減圧を追加する方針としているが，今のところその

察 ─

ような症例は認めていない。外減圧が必要ないとす

重症頭部外傷は，脳挫傷，急性硬膜下血腫など

れば，将来的な骨形成術も必要なく，そこは逆にメ

様々な病態が混在しており，治療が非常に困難で，

リットと言える。②に関して，止血に不安がある際

予後不良である 4,5）。予後の改善には手術のみなら

は，酸化セルロースやフィブリン糊を使用するなど

ず，prehospital care から術後の全身管理まですべて

して対処しているが，術者の技量や経験による部分

が重要となる 8）。我々脳神経外科医が最も関わる手

も大きい。止血が困難な場合は，迷わず開頭に切り

術治療に関して言えば，急性硬膜下血腫，脳挫傷な

替える判断も必要と思われる。そのため当施設では，

どの外傷性頭蓋内出血に対する標準的な外科治療は，

皮膚切開も可能であれば開頭につなげられるような

開頭血腫除去術である。しかし，開頭手術は手術侵

形にするようにしている。また最近では，止血困難

襲，出血量，術後の全身管理などの面で侵襲性が高

な術中出血に備え，すぐに微繊維性コラーゲン（フ

く，高齢者や重篤な併存疾患を有する高リスクの症

ロシール®）を術野に出せるように準備をしている。

例では，手術適応に迷うことがある。また，外減圧

脳挫傷に関して，我々の症例では，平均血腫除去

術を追加した場合は，後に頭蓋骨形成術も必要にな

率は 75.9 ± 22.7％であった。後半の症例では血腫除

る。急性硬膜下血腫の場合は，そのような症例に対

去率も良好であり，手技に習熟すれば更に除去率は

して，極小開頭・血腫洗浄術（Hematoma Irrigation

向上する可能性がある。年齢は，7／9 例（ 78％）が 70

with Trephination Therapy: HITT）を 行 う 施 設 も あ

歳以上であった。高齢者に対して，侵襲の少ない内

るが，血腫洗浄の時点で盲目的操作となってしまい，

視鏡手術は良い適応と思われるが，脳内出血に対す

術野外からの出血に対応できないというデメリット

る内視鏡下血腫除去術の経験を鑑みれば，若年者の

35

神経外傷 Vol.39 2016

脳挫傷に対しても応用可能であると考えている。神

中の患者で再出血は認めておらず，⑤に関しては再

経 学 的 予 後 に 関 し て は ，退 院 時 の mRS 0 が 3 例 ，

考してもよいのではないか，と述べられている。

mRS 1 が 1 例と予後良好も多い反面，mRS 5 が 1 例，

外傷性頭蓋内出血に対する内視鏡手術はまだ始

mRS 6 が 2 例と 2 極化している。ただ，死因は 1 例が

まって日が浅く，現段階で症例も多くはない。開頭

急性心筋梗塞，1 例が敗血症であり，頭部外傷が直接

術と比較した成績などを検討する上でも，多施設に

の死因ではなかった。減圧不十分な可能性があるこ

よる症例の蓄積と調査の継続が望まれる。

とを考慮し，術後に ICP をモニタリングしているが，
我々の経験では，外減圧を必要とした症例や頭蓋内
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A patient over 60 years old who had suffered gunshot
wound to the head was transported to our hospital by emergency medical helicopter service. Computed tomography
(CT) revealed the bullet had entered from the right parietal
region, penetrated the brain, and lodged in the left parietal
bone, leaving numerous bone and metal fragments scattered within the brain. Acute subdural hematoma (ASDH)
on the left side had caused midline shift. Emergency
decompressive craniectomy was performed to remove the
hematoma and extract the bullet. Acute brain swelling
occurred during dural closure, so evacuation of the necrotic
brain and extensive duroplasty with artificial dura were also
performed. Unfortunately, the patient died of central
herniation the day after surgery. As gun ownership is
strictly regulated under the Firearms and Swords Law,
gunshot wounds are extremely rare in Japan. In particular,
treatment of gunshot wounds to the head is hardly ever
experienced. ASDH is rare after gunshot wound to the
head, with only one case on the entry side, but the present
case occurred on the opposite side to the point of entry. In
general, ASDH is caused by tearing of the bridging veins in
the subdural space and/or bleeding from the contusional
brain. In the present case, the subdural hematoma on the
opposite side to the point of entry was caused by
continuous bleeding from the left parietal bone fracture
extending into the subdural space through the dura tear.
Knowledge of the treatment of patients with gunshot
wounds to the head may become more important in the
future in Japan. We report this case along with a review of
the pertinent literature.
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件数は少ない。平成 22～ 26 年の過去 5 年間では，年

Ⅰ─────────────── はじめに ─

間 40 件程度の銃砲使用事件の発生を認めており，う

銃砲刀剣類所持等取締法（銃刀法）により，銃器の

ち死亡者数は年間 9 例程度である 8）。その中でも頭部

所持が厳しく規制されている日本では，銃創の発生

銃創に限ると，経験することは非常に稀である。頭
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Fig.2

A, B: Preoperative computed tomography (CT) scans
showing shift of the midline structures caused by acute
subdural hematoma. D, E: Bone CT scans showing a bullet
adjacent to the left parietal bone, and multiple metal and bone
fragments in the brain. C, F: Trajectory of the projectile
inside the cranium.

Fig.1 Photographs showing the multiple gunshot wound
in the patient’s head.

Arrowheads indicating the entrance of the bullet (A, B, C, D),
and the glancing gunshot wounds in the forehead (B, arrow).
The bullet entered through the right parietal head surface, the
outlet of the bullet was not detected and the bullet remained
in the cranium. C, D: Three-dimensional computed tomography bone images clearly showing the point of entry (arrowheads) and the linear fracture extending to the frontal and
occipital bones from the entrance.

頭部レントゲン撮影では，左頭頂骨内に停止してい
る遺残弾丸と，弾丸の走行に沿った細かな骨片と金
属片を確認し，また 3D-CT bone image では射入口を
中心として，前方は左側眼窩上壁まで，後方はラム

ダ縫合まで至る線状骨折を認めた（Fig.1-C, D）
。頭

部 CT では，左側頭頂骨に強いアーチファクトを伴う

部銃創に伴った頭蓋内出血の頻度は，くも膜下出血
や脳室内出血，そして弾道に沿った出血などが多い

遺残弾丸があり，脳内には細かな骨破片と金属片が

が，急性硬膜下血腫を合併することは非常に少な

多数散乱していた。弾丸による右頭頂部から，左頭

い 1）。今回我々は，散弾銃による穿通性頭部外傷で，

頂部に至る穿通性脳損傷と，頭蓋内に正中構造の偏

射入口の反対側に急性硬膜下血腫を生じた稀な一例

位を伴った厚さ最大 25 mm の左側急性硬膜下血腫を

を経験したので，治療方針も含め文献的考察を加え

認めた（Fig.2-A, B, C, D, E, F）
。来院時採血では，フィ

て報告する。

ブリン／フィブリノゲン分解産物（fibrin-fibrinogen

degradation products, FDP）497 µg/ml，フィブリノゲ

Ⅱ─────────────── 症

ン（fibrinogen, FBG）49 mg/dl，プロトロンビン時間 ─

例 ─

国際標準化（prothrombin time-international normalized

60 歳台の男性が，狩猟用の散弾銃で頭部を誤って

ratio, PT-INR）1.68 であり，播種性血管内凝固症候群

撃たれ受傷した。当院到着時の意識レベルは深昏睡

（disseminated intravascular coagulation, DIC）と診断

Glasgow Coma Scale（GCS）： E1V1M1＝3， Japan

した。緊急で減圧目的に開頭血腫除去術と遺残弾丸

：Ⅲ−300，瞳孔径は左：6 mm，右：
Coma Scale（JCS）

の摘出を行った。

6 mm で，対光反射は両側ともに消失していた。体表

仰臥位にて馬蹄円座に頭部を固定し，減圧開頭術

面の所見では，右頭頂部に銃創（射入口）を認めた

を考慮した左前頭側頭開頭を行った。皮膚を翻転す

が，反対側に射出口を確認し得ず，弾丸は頭蓋内に

ると頭頂骨に埋没した弾丸が一部露出しており，加

残存していることが示唆された。その他に前頭部と

えて弾丸の周囲より持続性の出血を認めた。止血操

胸部にかすめる 2 ヵ所の銃創を認めた（Fig.1-A, B）。

作をしながら弾丸を摘出したが，出血の制御は非常
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Fig.5 Management of the gunshot wound to the head.
伴う出血を認め（Fig.4）
，受傷より 25 時間後に永眠
された。

Fig.3 Intraoperative photographs.

A : After the skin and the temporal muscle were pulled
upward, part of the bullet was migrated into the parietal
bone (black arrow). Fragments of the left parietal bone were
adherent to the skin (white arrow). The bullet was easily
removed from the bone. B: Severe damaged brain tissues
bulged from the dural opening. C : Photograph of the bullet
retrieved from the patient’s skull.

Ⅲ─────────────── 考

察 ─

頭部銃創に随伴する頭蓋内血腫の発生頻度の報告
では，脳室内出血が 49％，弾道に沿った出血が 26％，
脳内出血が 4％，硬膜下血腫が 2％，硬膜外血腫が

0％，そしてくも膜下出血は 59％であった 1）。本邦で
は，非穿通性で射入口側に生じた急性硬膜下血腫が
報告されているが 6），穿通性で射入口の反対側に生
じた例は，我々が過去の文献を渉猟した限りでは見
つからなかった。一般的に急性硬膜下血腫は，硬膜
下腔に存在する架橋静脈や脳表動脈の破綻，もしく
は挫滅脳由来の血腫の貯留により形成される 12）。今
回射入口の反対側に急性硬膜下血腫を生じた原因と

Fig.4 Postoperative computed tomography scans showing massive swelling of the brain, severe traumatic subarachnoid hemorrhage and multiple cerebral contusions.
The midline structures shift to the right by the acute
subdural hematoma was improving, but the opposite
side hemisphere was swelling.

して，挫滅脳からの出血に加え，頭蓋骨からの持続
性出血の関与も示唆された。
頭部銃創による致死率は，71％が受傷直後に，14％
は 5 時間以内に，13％は 5〜48 時間以内に死亡したが，

2％が 48 時間以上生存したと報告されている 4,7）。ま
た最近の報告でも，死亡率は 91％に達し，依然として

に困難であった。摘出された弾丸は，長径約 1 cm 程

死亡率が高い 1）。頭部銃創は大きく二つに分類され，

度 で 不 整 形 を し て い た（Fig.3-C）。術 中 出 血 量 は

弾丸が硬膜を貫通し脳内に達している場合（penetrat-

3700 ml に達し，赤血球濃厚液，新鮮凍結血漿をそれ

ing brain injury, PBI）に は 死 亡 率 は 約 70％に 達 し ，

ぞれ 10 単位ずつ輸血した。急性脳腫脹のため硬膜下

積極的治療の対象となる症例は少ないのに対し，弾丸

血腫の除去に加えて内外減圧術と人工硬膜を用いた

が硬膜を貫通しなかった場合（non-penetrating brain

拡大硬膜形成術を行い手術終了とした（Fig.3-A, B）
。

injury, non-PBI）には死亡率は約 30％とされ，救命

硬膜下血腫の原因は，挫滅脳からの持続性の出血に

し得る可能性が高いと報告されている 5,11）。よって

よるものであった。術後 CT では，急性硬膜下血腫は

Non-PBI の場合，随伴する頭蓋内血腫に対する手術

除去されたが，両側の広範な脳腫脹および脳挫傷に

治療が有効とされる。一方，著明な mass effect を伴

39

神経外傷 Vol.39 2016

2）Aldrich EF, Eisenberg HM, Saydjari C, et al: Predictors of
mortality in severely head-injured patients with civilian
gunshot wounds: a report from the NIH Traumatic Coma
Data Bank. Surg Neurol 38: 418-423,1992.

う PBI の救命率は非常に低いと報告されている 16）。
頭蓋内血腫を伴わない PBI に対する手術適応も GCS
が 6 点以上の症例に限られる 14,16）
（Fig.5）
。

3）Ambrosi PB: Prognostic factors in civilian gunshot wounds to
the head: a series of 110 surgical patients and brief literature
review. Neurosurg Rev 35: 429-436, 2012.

また，凝固異常を伴った脳損傷は致命率が高いと
され 10），本症例では，FBG は 49 mg/dl と著明に低下
しており，救命し得なかった要因の一つと推察され

4）Carey ME: Bullet wounds to the brain among civilians. In
Youmans Neurological Surgery, 5th ed, in 4 vols, Winn RH,
(eds), WB Sunders, Philadelphia, 2004, pp5223-5242.

た。さらに PBI の予後不良因子として，40 歳以上，
片側の瞳孔散大，入院時の GCS ≦ 8，頭蓋内血腫の

5）Gressot LV, Chamoun RB, Patel AJ, et al: Predictors of
outcome in civilians with gunshot wounds to the head upon
presentation. J Neurosurg 121: 645-652, 2014

存在，呼吸器感染の存在が挙げられている 3）。特に
入院時の GCS と生存率の検討では，GCS 3〜 5 点で

6）稲桝丈司, 折居麻綾, 中村芳樹, ほか：頭部銃創による急
性硬膜下血腫で救命された１例. 日救急医会誌 14: 263266, 2003.

8.1％， GCS 6〜 8 点 で 35.6％， GCS 9〜 15 点 で
90.5％と報告されている 2,9,11,13,15）。加えて弾道が両側

7）Kaufman HH, Makela ME, Lee KF, et al: Gunshot wounds
to the head: a perspective. Neurosurgery 18: 689-695, 1986.

前頭葉や片側の大脳半球のみを通過する場合は，主
幹動脈や脳幹部を損傷することが少なく比較的予後

8）警察庁編：警察白書 統計資料（平成 27 年度版）．東京,
2015.

は良好であるのに対して，両側の複数の脳葉（両側
前頭葉以外）や後頭蓋窩を通過するような場合には

9）Kennedy F, Gonzalez P, Dang C, et al: The Glasgow Coma
Scale and prognosis in gunshot wounds to the brain. J Trauma
35: 75-77, 1993.

予後不良と報告されている 5）。本症例では，年齢，
来院時 GCS，両側の複数の脳葉に及ぶ頭蓋内血腫，

10）Oliveira Manoel AL, Neto AC, Veigas PV, et al: Traumatic
brain injury associated coagulopathy. Neurocrit Care 22: 3444, 2015.

そして凝固線溶系の破綻等の予後不良因子を複数有
したことより救命は不可能であった。

11）Part 2: Prognosis in penetrating brain injury. J Trauma 51 (2
Suppl): S44-S86, 2001.

PBI で予後不良因子を認めるものは，絶対的転帰
不良と考え，特に深昏睡例で DIC を伴うような症例

12）Peter CB: Neuropathology of Traumatic Brain Injury. In
Youmans Neurological Surgery, 6th ed, in 4 vols, Winn RH
(eds), Elsevier Sunders, Philadelphia, 2011, p3295.

では，積極的治療の適応となることは少ない。しか
し，non-PBI や PBI でも予後不良因子を認めない症

13）Polin RS, Shaffrey ME, Phillips CD, et al: Multivariate
analysis and prediction of outcome following penetrating head
injury. Neurosurg Clin N Am 6: 689-699, 1995.

例の中には，積極的な初期治療により救命し予後を
改善できる可能性もあり，症例ごとの注意深い診察

14）Rosenberg WS, Harsh GR IV: Penetrating cerebral trauma.
In Neurosurgical Emergencies, Vol.1, Loftus CM (ed),
American Association of Neurological Surgeons, Chicago,
1994, pp59-72.

と治療方針の検討が必要である。

Ⅳ─────────────── おわりに ─

15）Rosenfeld JV: Gunshot injury to the head and spine. J Clin
Neurosci 9: 9-16, 2002.

射入口の反対側に急性硬膜下血腫を認めた散弾銃

16）Surgical management of penetrating brain injury. J Trauma 51
(2 Suppl): S16-S25, 2001.

による穿通性頭部外傷の稀な一例を経験した。本症
例は絶対的な予後不良因子を全て満たしており，積
極的手術加療によっても救命に至らなかった。

文

■ 渡邉 瑞也
（順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科）

献

1）Aarabi B, Tofighi B, Kufera JA, et al: Predictors of outcome in
civilian gunshot wounds to the head. J Neurosurg 120: 11381146, 2014.

〒410-2295 静岡県伊豆の国市長岡 1129
TEL: 055-948-3111 / FAX: 055-948-5088
E-mail: mitsuya@med-juntendo.jp

40

神経外傷 Vol.39 2016

症例報告
Official Journal of The Japan Society of Neurotraumatology

神経外傷 39（2016）41 – 45

広範な上矢状静脈洞損傷に対して

A case of acute epidural and subdural hematoma:
Efficacy of TachoSil® tissue sealing sheet
for extensive injury of superior sagittal sinus

フィブリン添付コラーゲンシート

による止血が有用であった
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We experienced a case of acute epidural and subdural
hematoma associated with superior sagittal sinus injury.
Large laceration of the sinus sometimes induces huge bleeding with subsequent miserable outcome. The handling of
the injured sinus depends on time and situation of the
fracture.
An iron plate weighing 200 kg hit the head of 62-yearold man without a helmet. He was referred to our hospital
with mild conscious disturbance (JCS : I-3) and right
hemparesis. CT images revealed the left acute epidural
hematoma, intracranial air, depressed fractures and
sagittal suture diastases. His level of consciousness was
deteriorated (JCS : II-30) and emergent surgery was performed. First, the craniectomy with the fractured bone
on the injured sinus untouched to achieve the decompression of the brain tissue. Next, craniectomy was added
to stop bleeding from the injured sinus. Huge bleeding
was seen via the torn venous sinus, in spite of the elevated
head position. TachoSil® tissue sealing sheet was applied
manually to the injured outer wall of the sinus. Then, brain
swelling was seen after stopping bleeding from the outer
wall of the sinus. Immediately after that, dura was cut
with subsequent hemostasis. After complete hemostasis
from the injured sinus, dural plasty with fascia was performed. Fortunately the therapeutic course of the patient
was excellent. At 3 months after injury, he received cranioplasty with custom-made titanium mesh. He returned to
his daily life without any neurological deficits. In order to
obtain good hemostasis from the injured sinus, TachoSil®
tissue sealing sheet is effective.

んでいる場合，除去したとたん大量出血をきたしう

Ⅰ─────────────── はじめに ─

る上，止血にも工夫が必要である。本稿では，広範

上矢状静脈洞損傷による急性硬膜外・硬膜下血腫

な上矢状静脈洞外壁・内壁の損傷により急性硬膜外・

では開頭術時，大量出血が生じやすく，開頭範囲に

硬膜下血腫をきたし，フィブリン添付コラーゲン

も工夫が必要である。例えば骨片が静脈洞に食い込

シート（タコシール ®；CSL Behring, PA, USA）によ
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Fig.1 CT images on admission.

Axial (A, D), coronal (B, E) and sagittal (C) CT images demonstrate the left acute epidural hematoma, intracranial air,
depressed fractures and sagittal suture diastases. A 3D-CT image (F) shows stereoscopic images of the fractures.

り静脈洞壁を形成的に止血することができた稀な 1

行った。右前頭部の裂創とつなげた大きなクエス

例を報告する。

チョン型の皮膚切開を施した。安全に減圧を得るた
め，まず骨片が食い込んだ上矢状静脈洞部を避けて

Ⅱ─────────────── 方

開頭した。硬膜外血腫を除去したが，骨片を残した

法 ─

正中部からの出血が続くため，頭部を軽度挙上し出

2007 年 1 月から 2014 年 10 月までに当科で手術加療

血を低減させた。次いで上矢状静脈洞を露出するよ

した頭蓋内血腫症例は 129 例であり，そのうち開頭

う追加開頭すると，静脈洞が 2 cm 程度裂けており，

術を施行した急性硬膜外・硬膜下血腫は 36 例あった

同部から大量出血があった。1.5 × 5 cm 程度の大き

（0〜 92 歳，中央値 ：67 歳 ；男／女 ：22／14；急性硬

なフィブリン添付コラーゲンシートで静脈洞の壁を

膜外血腫単独：3 例，急性硬膜下血腫：31 例，両者

作るように圧迫止血すると硬膜外への出血は収まっ

。そのうち，広範な上矢状静脈洞損傷
の混在：2 例）

た。しかし，硬膜外への出血が止まると急速に硬膜

を伴った症例は 1 例のみであった。本稿ではその経

の緊張が高まったため，硬膜内の静脈洞壁も損傷さ

過と治療について報告する。

れ，出血が硬膜内に広がっていると判断し，硬膜切
開を追加すると硬膜下血腫を認めた。上矢状静脈洞

Ⅲ─────────────── 症

内側壁も裂けており，内側からもフィブリン添付コ

例 ─

ラーゲンシートで挟み込むように止血した。脳の腫

62 歳，男性。ヘルメットを着用せずに作業中，2 m

脹も治まり止血を確認後，外減圧術を終えた（Fig.2）
。

の高さから 200 kg の鉄板が落下し，頭部を強打した。

手術時間は 2 時間，出血量は 2 L であった。幸い，ご

当院搬送時には意識レベルが JCS I-3，前頭部に裂傷

く軽度の右片麻痺のみ後遺して術 11 日後に，見守り

を認め，右不全片麻痺を認めた。頭部 CT で前頭部正

歩行可能な状態でリハビリ病院へ転院した。受傷か

中右寄りに開放骨折，矢状縫合の離開，左急性硬膜

ら 3 ヵ月後，静脈洞損傷部を再度損傷するリスクを

外血腫を認めた（Fig.1）
。徐々に意識レベルが JCS II-

低減させるため，頭蓋骨表面を露出するだけで施術

30 まで低下し，搬送から 90 分後に緊急開頭手術を

可能な，チタンプレートによる頭蓋骨形成術を行い，
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Fig.2 Intraoperative photos.

A: Acute epidural hematoma was seen after craniotomy with the fractured bone on the superior sagittal sinus untouched.
The dotted line indicates the midline.
B: After removing the bone on the injured sinus, huge bleeding was seen via the torn venous sinus, in spite of the elevated
head position.
C: Brain swelling was seen after stopping bleeding from the outer wall of the sinus. TachoSil® tissue sealing sheet (arrow)
was applied manually to the injured inner wall of the sinus.
D : After complete hemostasis from the injured sinus, dural plasty with fascia was performed.

神経脱落症状なく，受傷から 4 ヵ月経過後より，事
故前の生活に戻っている（Fig.3）
。

Ⅳ─────────────── 考

察 ─

本症例では，上矢状静脈洞内側・外側壁損傷に対
して，フィブリン添付コラーゲンシートで挟み込む
ように，静脈洞壁を形成するように止血することが
可能であった。一般的に，広範な静脈洞損傷を伴う
症例では，術中に予想以上の大量出血をきたすこと
がある。しかし，静脈洞損傷に合併して肺塞栓をき
たしたケースも報告されているように 6），大量出血
のため慌てて頭位を挙上させすぎては空気塞栓をき
たす恐れもあり，注意が必要である。
Fig.3 Postoperative CT images and 3D-CT image after
cranioplasty at 3 months after injury.

静脈洞からの出血に対して，フィブリン添付コ
ラーゲンシートが有用であることは過去にも報告が

A–C: Axial (A) and coronal (B) CT images demonstrate
good decompression with slight epidural hematoma. A 3DCT image (C) shows bone defect after craniectomy. A 3DCT image obtained after cranioplasty (D) shows custommade titanium mesh.

ある。上矢状静脈洞直接穿刺による血管内治療を要
した硬膜動静脈瘻の症例では，4 Fr.（約 1.35 mm）の
孔を塞ぐため，フィブリン添付コラーゲンシートに
よる用手圧迫が有用であったと報告されている 1）。
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Fig.4 Possible mechanisms of increased dural tension after epidural hemostasis.

A : Huge bleeding from large laceration of the outer wall of the sinus.
B : Manual compression of the sinus with TachoSil® sheet increased the pressure of intradural bleeding via the injured inner
wall of the sinus. Venous congestion might exacerbate the brain swelling.
*ICP: intracranial pressure; Red arrow indicates blood stream (the size of arrow means the volume of blood stream)

また，最近のテクニカルノートでは，静脈洞損傷に

た（Fig.4）
。ただ，上矢状静脈洞の圧迫による静脈環

対するフィブリン添付コラーゲンシートの使用につ

流障害が脳腫脹につながった可能性も否定できない。

いて，57 例中 52 例で 4 分以内の圧迫により止血が得

陥没骨折が引き起こした上矢状静脈洞狭窄により頭

られたと報告されている 7）。フィブリン添付コラー

蓋内圧亢進が生じた例も過去に報告されている 4）。

ゲンシートは，接着面を止血したい部位に数秒圧着

このような症候性の静脈環流障害に対する手術加療

させるだけで止血が得られるが，シート状であり，

の妥当性は他のグループからも最近報告されてい

オキシセルやゼルフォームなど他の素材よりも素早

る 3）。静脈洞損傷を伴う頭部外傷の手術では，術前・

く用いることができ，加工しやすいという利点を有

術中・術後の静脈環流も十分に考慮されるべきであ

する。一方で，フィブリン添付コラーゲンシートの

る。

みを用いた静脈洞部の止血では，血栓塞栓性合併症

全頭部外傷における静脈洞損傷の割合は 1.5〜 5％

の発生も懸念される。フィブリン添付コラーゲン

程度であり，上矢状静脈洞損傷が 7〜8 割を占めると

シートを用いる場合，静脈洞内腔側に腹膜を裏打ち

いう報告がある一方 2），手術を要した急性硬膜外血

する形で止血すれば，血栓も形成されず，極めて安

腫の中で，横静脈洞損傷によるものが 9％，上矢状静

全に止血可能であることが，ブタを用いた基礎研究

脈洞損傷によるものが 5％とする報告もある 11）。15

により明らかにされている 5）。臨床の現場でも，骨

例の上矢状静脈洞損傷を伴う頭部外傷症例について

膜や筋膜など開頭術野で得られる組織と組み合わせ

の論文では，骨片による直接損傷 5 例，骨折線が静

てフィブリン添付コラーゲンシートを用いるオプ

脈洞を横切る 4 例，冠状縫合が離開した 6 例に分類さ

ションも有用と思われる。

れた。13 例では圧迫止血や硬膜の骨への吊上げが有

本症例では硬膜外への出血が止血された後，急速

効であったが，2 例の大きな静脈洞損傷を有した症例

に硬膜が緊満し，原因は急性硬膜下血腫の増大で

では縫合を要したという 2）。一方，上矢状静脈洞を

あった。その機序としては，硬膜外への大出血を止

またぐ頭蓋骨骨折に伴う硬膜外血腫は全硬膜外血腫

血する際に静脈洞遠位部も圧迫され，内側壁損傷部

の 2〜 8％と少ない。術中出血を制御するためには，

から硬膜内への出血（圧）が増加したことが考えられ

上矢状静脈洞直上の頭蓋骨を橋状に残して硬膜を吊
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2）Behera SK, Senapati SB, Mishra SS, et al: Management of
superior sagittal sinus injury encountered in traumatic head
injury patients: Analysis of 15 cases. Asian J Neurosurg 10:
17-20, 2015.

り上げたり，大量の出血に備え手早く対応したりす
る必要がある。外傷症例であり 1 例 1 例異なるため，
血腫の位置や骨折線に応じた臨機応変な対応が最も

3）Birk DM, Tobin MK, Moss HE, et al: Improvement in
venous outflow following superior sagittal sinus decompression
after a gunshot wound to the head: case report. J Neurosurg
123: 81-85, 2015.

重要である 8）。静脈洞損傷による硬膜外出血に対し
ては，橋状に残した骨に向けて硬膜の吊上げを行う
ことが有効とされるように 9,10），本症例でも骨縁に多

4）Donovan DJ: Simple depressed skull fracture causing sagittal
sinus stenosis and increased intracranial pressure: case report
and review of the literature. Surg Neurol 63: 380-384, 2005.

数の吊上げを用いている。ただ，橋状に残すべき頭
蓋骨自体が骨折により極めて不安定であったことか
ら，最も出血の多かった静脈洞損傷の本体部につい

5）Dregelid EB, Pedersen G: Treatment of major vein injury
with the hemostatic fleece TachoSil by interposing a peritoneal
patch to avoid vein thrombosis: A feasibility study in pigs. J
Emerg Trauma Schock 4: 77-81, 2011.

ては，直接露出せざるを得なかった。また，静脈洞
の欠損が大きく，大量出血による時間的制約もあっ
たことから，静脈洞の縫合閉鎖も行わなかった。本

6）Fahim DK, Luo L, Patel AJ, et al: Pulmonary embolus from
acute superior sagittal sinus thrombosis secondary to skull
fracture: case report. Neurosurgery 68: E1756-60, 2011.

症例では段階的に骨片を除去することで，まず脳に
対する減圧を得て，その後，落ち着いて出血に対応

7）Gazzeri R, Galarza M, Fiore C, et al: Use of tissue-gluecoated collagen sponge (TachoSil) to repair minor cerebral
dural venous sinus lacerations: technical lnote. Neurosurgery
11: 32-36, 2015.

することができた。フィブリン添付コラーゲンシー
トを用いた静脈洞壁の再建は非常に有用であった。

8）平井聡, 高井洋樹, 西山徹, ほか：上矢状静脈洞をまたぐ
頭蓋骨骨折の手術 ─自験 3 症例での検討─. 脳神経外
科速報 23: 337-341, 2013.

Ⅴ─────────────── おわりに ─

9）竹中信夫, 峯徹, 池田栄二, ほか：von Willebrand 病に合併
した後頭蓋窩急性硬膜外血腫の 1 例 . 脳神経外科 16:
529-533, 1988.

広範な上矢状静脈洞損傷は開頭手術時に大量出血
をきたす場合があるが，症例ごとに開頭範囲を十分

10）Xiaoyu W, Guoping L: Surgical treatment of supra- and
infratentorial epidural hematoma. Turk Neurosurg 23: 299303, 2013.

検討する必要がある。高エネルギー外傷に際して，
静脈洞の内壁・外壁が同時に損傷されていることも
あり，十分な注意を要する。静脈洞損傷に対しては，

11）Yilmazlar S, Kocaeli H, Dogan S, et al: Traumatic epidural
haematomas of nonarterial origin: analysis of 30 consecutive
cases. Acta neurochir (Wien) 147: 1241-1248, 2005.

フィブリン添付コラーゲンシートに代表される止血
剤による圧迫止血が有効である。

■ 安原 隆雄
（岡山大学病院 脳神経外科）
文

〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1
TEL: 086-235-7336 / FAX: 086-227-0191
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1）秋岡直樹, 桑山直也, 黒田敏：上矢状静脈洞直接穿刺によ
る静脈洞交会部硬膜動静脈瘻へのアプローチ. J
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自然消退傾向を示した後に

A case of acute subdural hematoma
which showed rapid expansion
after spontaneous remission

急激に増大した急性硬膜下血腫の一例
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77 year-old woman had a traffic accident. When she was
taken to our hospital, she had no neurological deficit.
Computed tomography (CT) scan on adimission showed
acute subdural hematoma, and we selected conservative
management. On the following morning, CT scan showed
spontaneous remission of the hematoma and she had no
symptom. However in the night at the same day, she
presented with severe consiousness disturbance and CT
scan revealed significant expansion of the hematoma.
Hematoma removal was performed immedeately, and we
found intraoperatively that the bleeding point was a
peripheral branch of the cortical artery. This is a rare case
which having both two phenomenons; spontaneous remission and rapid expansion of the subdural hematoma in
the acute phase. We considered the mechanism of this
clinical condition with some review of the literature.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅱ─────────────── 症

例 ─

患 者：77 歳，女性

外傷性硬膜下血腫は受傷から症状発現までの期間
により，一般に急性（3 日以内）・亜急性（4～20 日）・

既往歴：高血圧，心房細動

慢性（21 日以降）に分類されている 4）。保存的加療中

現病歴：バイク乗車中に交差点で右方から来た乗

の急性硬膜下血腫が一旦吸収傾向を示した後，亜急

用車の側面に衝突し受傷した（ヘルメット着用）
。受

性期に比較的急速な増大を示した例はこれまでにも

傷直後に数分程度の一過性意識消失を伴ったが，救

報告されている 3,7,12）。一方で急性硬膜下血腫が急速

急隊現着時は意識清明で神経学的異常を認めず，当

に消退傾向を示す例も報告されている 5）。今回我々

院に救急搬送された。
来院時現症：神経学的に明らかな異常所見は認め

は当初保存的加療を行い，受傷翌日に自然消退傾向

なかった。

を示したにもかかわらず，のちに急性期に急激な再

来院時検査所見：頭部 computed tomography（CT）

増大をきたした硬膜下血腫のまれな一例を経験した

では左優位に両側性の急性硬膜下血腫を認めた

ので文献的考察を加え報告する。

（Fig.1）
。
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Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.1 Computed tomography (CT) scan at admission showing bilateral
subdural hematoma which is thick on the left side. Black arrow head
shows the `low density band’ between subdural hematoma and skull
which represents co-mingling of the hamatoma and cerebrospinal
fluid; one of the signs of spontaneous remission of the subdural
hematoma. Thickness of the subdural hematoma is larger than the
range of midline shift; one of the signs of the arterial bleeding.
Fig.2 CT scan at 15 hours after admission showing bilateral subdural
hematoma decreased.

Fig.3 CT scan at 27 hours after admission showing massively increased
left subdural hematoma with midline shift to the right side.

Fig.4

経

Fig.4 CT scan after left hematoma removal and external decompression
surgery.

過：硬膜下血腫を認めたものの血腫量は比較

立し，術後 42 日目にリハビリテーション継続を目的

的少なく症状は軽症であったこと，心房細動の既往

として転院となった。

はあったが抗凝固薬の内服はしていなかったことか
ら，集中治療室で厳重な経過観察の方針とした。入

Ⅲ─────────────── 考

院後は頭蓋内圧亢進症状や神経学的異常を認めず経

察 ─

過良好であり，翌朝施行した頭部 CT で血腫は減少傾

急性硬膜下血腫とは，硬膜下腔に出血が起こり血

向であった（Fig.2）
。しかし同日深夜，受傷約 27 時間

腫となった状態である 6）。頭部外傷に伴い架橋静脈

後に突然嘔吐，その後意識レベル Japan Coma Scale

が破綻し発生するものが多数であり，明らかな外傷

（JCS）200 に低下し両側瞳孔散大をきたした。緊急頭

機転を伴わない特発性は高血圧，脳動静脈奇形，動

部 CT において左硬膜下血腫の著明な増大と正中偏位

脈瘤，腫瘍，感染，凝固異常などが原因とされ，急

を認め（Fig.3）
，緊急開頭血腫除去術を施行した。術

性硬膜下血腫全体の 2〜 6.7％とされる 1）。本症例で

中所見では多量の血腫を除去すると左側頭葉の皮質

は，高血圧の既往はあるものの診断直前の外傷が明

動脈末梢から出血源と考えられる動脈性出血を認め，

らかであり，また入院後に撮影した頭部 magnetic

これを凝固止血して，外減圧を行い手術を終了した。

resonance imaging（MRI）および magnetic resonance

術後 CT では血腫は除去され減圧は良好であった

angiography（MRA）でも明らかな器質的血管病変を

（Fig.4）。神経学的にも改善し JCS 0，明らかな巣症

認めなかったため，外傷性急性硬膜下血腫と診断し

状は認めなかった。最終的に日常生活動作はほぼ自

た。
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床経過が特殊であり術中に確認した皮質動脈が唯一
の出血源とは断定できず，術後再出血の可能性を否
定できないことを考慮し外減圧を施した。
本症例の際立った特徴は，外傷性急性硬膜下血腫
に対して保存的加療を行い，翌日には血腫が自然消
退傾向を示したにもかかわらず，同日のうちに血腫
が急激に再増大したことである。血腫の急性消退と
急性増大という相反する 2 つの現象についてそれぞ
れ文献的考察を行った。
血腫急性消退の機序については，硬膜下血腫にお
いてくも膜破綻を伴っている場合，血腫が脳脊髄液
Fig.5 A scheme of the left cortical branches of the middle
cerebral artery. Black arrow shows the bleeding point in
this case.

により洗浄され，びまん性に円蓋部や中頭蓋窩へ再
分布するとの報告がある 5）。そのためには血腫の再
分布に必要な広い硬膜下腔が必要である。また，脳
脊髄液による血腫の洗浄が起こる場合，画像的特徴

急性硬膜下血腫の手術適応は，① 血腫の厚さが

と し て CT で 血 腫 と 頭 蓋 骨 と の 間 に‘ low density

1 cm 以上，意識障害をきたし正中偏位が 5 mm 以上

band ’がみられることが多い。これは血腫と脳脊髄

ある場合，② 明らかな mass effect があるもの，血腫

液との混和を表しているとされている 10）。本症例に

により神経症状を呈する場合，③ 当初意識レベルが

おいても高齢に伴う萎縮脳により広い硬膜下腔が存

良くても神経症状が急速に進行する場合であり，こ

在し，来院時の CT で‘low density band’
を認めてい

れらを満たす際には可及的速やかに大開頭による血

た（Fig.1）
。

腫除去が勧められる 8）。本症例では上記①,

一方，血腫が急激に再増大する機序については，

②は満た

さず，上記③に備えて厳重な経過観察を行った。そ

本症例の出血源が皮質動脈破綻であったことに注目

の後急速に意識レベルの低下をきたし，CT 上血腫の

すべきと考えた。皮質動脈破綻による硬膜下血腫の

著明な増大を認めた時点で手術適応と判断し開頭術

特徴は，① 高齢または基礎疾患を有する例が多い，

を行った。

② 外傷は軽微または機転なし，③ 急性から亜急性の

術式は，まず大開頭による血腫除去を行い，側頭

経過で発症する，④ 血腫厚が正中偏位より大きく脳

葉皮質動脈末梢枝（Fig.5）からの出血に対して酸化

挫傷や外傷性くも膜下出血を伴わない，⑤ 出血源は

セルロースやコットンシートで圧迫止血を試みたが

皮質動脈の微小穿孔からの出血であることが報告さ

困難であったため，バイポーラ電極を用いて凝固止

れており 2,7），本症例はいずれも合致する。皮質動脈

血した。正常構造温存という意味では，血管修復の

破綻による硬膜下血腫では，出血が微小穿孔からで

方法は凝固よりも縫合や生体接着剤の使用が望まし

あることから一旦止血機構が働き比較的少量の出血

い可能性はあるが，優位半球でも側頭葉先端から

で収まった後，再出血が起こり活動性出血となるこ

4.5

cm は切除可能とされており 11），本症例でも出血

とで急激な血腫再増大をきたすことがあると報告さ

源となった皮質動脈はその範囲内であったため，確

れている 9）。本症例は皮質動脈の微小穿孔が出血源

実な止血を優先し凝固止血を行った。術後 CT におい

であったため一旦は血腫自体の圧迫効果で止血され

て側頭葉の一部に低吸収域が出現したものの，明ら

たが，血腫自然消退の機序も速やかに働いたため，

かな神経学的後遺症はなく退院した。また外減圧に

圧迫止血効果が減退し再増大したと推察された。

ついては術後脳腫脹が予想される場合に行われるが，
適応に明確な基準はない 8）。本症例では，術前画像

Ⅳ─────────────── おわりに ─

で脳実質損傷は認めず，術中にも著明な脳腫脹はみ

急性期に血腫が自然消退傾向を示した後，急激に

られなかったが，術後脳腫脹が進行した場合や，臨
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7）奥村嘉也, 下村隆英, 榊寿右, ほか：亜急性期に増大した
皮質動脈破綻による急性硬膜下血腫の 1 例. Neurosurg
Emerg 11: 221-225, 2006.

再増大した硬膜下血腫のまれな一例を経験した。特
に高齢者における急性硬膜下血腫において，血腫が
自然消退傾向を示す場合があるが，その中で皮質動

8）小沼武英, 有賀徹, 島克司, ほか：重症頭部外傷治療・管理
のガイドライン第 3 版, 重症頭部外傷治療・管理のガイ
, 医学書院, 東京, 2013, pp89-92.
ドライン委員会
（編）

脈破綻が疑われる特徴を有する場合には，血腫の自
然消退後も急速な悪化をきたす可能性があり慎重な

9）朴永銖, 下村隆英, 榊寿右, ほか：Pure cortical artey による
急性硬膜下血腫：自験例 14 例からの考察. No Shinkei
Geka 25: 899-905, 1997.

観察をすべきである。
文

10）Suzuki Y, Kawamata T, Matsumoto H, et al: A resolving sign
of acute subdural hematoma: from report two cases. No
Shinkei Geka 26: 1025-1029,1998.
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外傷性硬膜下水腫合併の正常圧水頭症

A case of traumatic subdural hygroma
associated with normal pressure
hydrocephalus requiring
ventriculoperitoneal shunt

に対し脳室腹腔短絡術が有効であった

一例
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Background: Subdural hygroma can be treated by subdural drainage. However, if it is associated with normal
pressure hydrocephalus, a ventriculoperitoneal (VP) shunt
is effective. Herewith we report the case of an elderly
patient with traumatic subdural hygroma which improved
after a VP shunt, and review the relevant previously
published literature.
Case presentation: An 85-year-old woman with bilateral
acute and chronic subdural hematoma was referred to
our hospital. After burr hole irrigation of the right subdural hematoma, the subdural hygroma and ventriculomegaly worsened. We performed VP shunting via the left
anterior horn and both findings resolved dramatically.
The patient was discharged with moderate disability.
Discussion: Subdural hygroma associated with subarachnoid hemorrhage is usually caused by the laceration of the
arachnoid membrane and disturbed absorption of cerebrospinal fluid. A VP shunt was effective in this traumatic case
on the similar mechanism. Prior to surgery, it is important
to differentiate the phenomenon from brain atrophy following diffuse axonal injury.
Conclusion: We encountered a case of subdural hygroma
treated by a VP shunt. A VP shunt can be effectively used
instead of subdural drainage for selective cases.
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な場合があるとされている 1,9）。今回我々は，頭部外

Ⅰ─────────────── はじめに ─

傷後に硬膜下水腫と脳室拡大を併発し，VP シャント

多くの硬膜下水腫は手術療法を必要とせずに経過

が両者の改善に効果的であった症例を経験したため
報告する。

観察をできることが一般的であるが，mass effect を
伴う外傷性硬膜下水腫に対し硬膜下ドレナージを行
うこともある 6,8）。一方，動脈瘤破裂によるクモ膜下

Ⅱ─────────────── 症

出血治療後に硬膜下水腫を呈した場合，水頭症を

患 者：85 歳，女性

伴っていれば脳室腹腔短絡術（VP シャント）が有効
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例 ─

血腫が混在した所見が同定された（Fig.1-A）
。
治療経過：慢性硬膜下血腫部分の減圧を目的に，
搬送同日血腫量の多い右側の穿頭血腫洗浄術を施行
した。術後の頭部単純 CT では術側の減圧は良好で
（Fig.1-B）
，意識は JCSⅠ-3，GCS E4V4M6 のレベル
まで改善し，経口摂取も可能な状態となった。しか
し，その後再度意識障害が進行し，第 19 病日までに
意識レベルは JCSⅢ-100，GCS E1V2M4 まで増悪し
た。同日施行した頭部単純 CT では，両側の硬膜下血
腫は消失しているものの，術側の硬膜下腔増大と両
側側脳室拡大を認めた（Fig.1-C）
。MRI 画像では硬膜
下腔は髄液と同等の信号であり，同部位が血腫ではな
く水腫であることが示唆された。このため，正常圧水
頭症に硬膜下水腫が合併している状態と判断し，第

28 病日に，左前角経由で VP シャント術を施行した。
シャントシステムは圧可変式バルブシャントシステム
（ Medos Programmable Hakim Valve）を 用 い ，圧 は

200 mmH2O に設定した。術後 8 日目（第 36 病日）の
頭部 CT では硬膜下水腫の消失が得られたが，白質に
低吸収域が出現し脳室拡大も増悪している所見がみら
れた（Fig.1-D）
。段階的に圧設定を 80 mmH2O まで変
更後も硬膜下水腫の再発はみられず，第 60 病日まで

Fig.1 Pre- and postoperative computed tomography (CT).

A : Initial CT showing mixed density which indicates acute
and chronic subdural hematoma on both sides.
B: Decompression was successfully achieved on the right
side after the first operation.
C : Marked enlargement of the right subdural space and the
lateral ventricles was present before the second operation.
D: CT after a ventriculoperitoneal shunt, indicating disappearance of the subdural hygroma and ventriculomegaly
with periventricular lucency.
E : the hydrocephalus improved according to pressure regulation of the VP shunt system.

に食事と会話が可能な状態となった（Fig.1-E）
。以後
意識レベルは GCS E4V4M6 まで改善し，第 79 病日に
車いすの ADL で退院した。

Ⅲ─────────────── 考

察 ─

開頭手術を施行後に硬膜下腔の拡大を呈すること
はしばしば経験される 4,7）。脳動脈瘤の手術で最も頻
度が高いが 5），神経血管減圧術や脳腫瘍術後でも報
告がみられる 5）。開頭術後に合併する硬膜下腔拡大

現病歴：2014 年 3 月 7 日に転倒歴があり，同日他院

の特徴的な点は，殆どが開頭側に生じることであり，

で施行した頭部 CT では明らかな所見は同定されな

術前の脳室拡大所見がリスクファクターであると報

かった。3 月 10 日に再度行った頭部 CT で両側慢性硬

告されている 5）。さらに脳動脈瘤手術の中でも，特

膜下血腫の診断を受け，経過観察がとられていた。3

にクモ膜下出血術後に硬膜下水腫を合併する頻度が

月 19 日に転倒し，その後より意識障害が進行したた

高い機序として，① 開頭術に伴うクモ膜の破綻によ

め当院へ救急搬送された。

る硬膜下腔とクモ膜下腔の交通，② クモ膜下出血後

来 院 時 所 見：来院時の意識レベルは JCSⅢ-100，

の髄液吸収障害の 2 つの要素が関与していると考え

GCS E1V2M5 で瞳孔不同はみられず，四肢にも明ら

られている。このため，後者を改善できる VP シャン

かな麻痺は認められなかった。頭部単純 CT では既知

ト術が硬膜下水腫の改善にも有効であるとされてい

の両側慢性硬膜下血腫に加えて，両側の急性硬膜下

る 1,3,9）。これに対し，外傷性の硬膜下水腫では水頭
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症の合併は比較的稀である 9）。

一方，過度の低圧設定は slit ventricle だけでなく硬

Tsuang らは，外傷性硬膜下水腫を 4 つの病型に分

膜下水腫の増悪をもたらすリスクも危惧されたため，

類し，それぞれに対応した治療を選択する方法を提

注意深い圧コントロールが重要であると考えられた。

唱している 8）。脳室拡大が伴うタイプでは，クモ膜
下出血術後と同様髄液循環能の低下とクモ膜の破綻

Ⅳ─────────────── おわりに ─

が合併しており，VP シャントが効果的である 8）。硬
膜下腔ドレナージが有効であることもあるが，髄液

正常圧水頭症が合併した外傷性硬膜下水腫に対し，

吸収障害が関与している場合，VP シャントでないと

VP シャントが効果的であった。外傷後に脳室拡大を

恒久的な改善を認めないとされている 3,9）。本例では

伴う硬膜下水腫をみた場合，硬膜下腔ドレナージの

外傷後の硬膜下水腫が mass effect を有しており，当

他に VP シャントを治療法の選択枝として考慮する必

初硬膜下腔ドレナージも治療法の 1 つとして考慮さ

要があると考えられた。

れた。しかし，髄液吸収障害を示唆する脳室拡大も
併発していたため，上記病態を念頭に一期的に VP

文
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が特徴である 8）。我々の症例においても，圧設定を
比較的低値に変更後より神経所見の改善が得られた。
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シームレスな救急体制が

A case of the infant head injury that
the seamless emergency system
led to lifesaving

救命につながった

小児頭部外傷の一例
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We report a case of the infant head injury that the
seamless emergency system led to lifesaving. The case is a
1.5-year-old boy. He fell to the asphalt parking lot from
the window of his apartment on the second floor. Doctor
ambulance car was called by the request from the emergency services because of his poor conscious level, a right
conjugate deviation, and anisocoria. Intratracheal intubation was enforced in the ambulance car by doctor. After
confirming stability of the ABC, a head CT scan revealed
acute subdural hematoma and brain contusion in his left
frontal lobe. An emergency surgery was started at 49
minutes after hospital arrival. We eliminate contusional
brain and hematoma and sacrificed damaged bridging
vein. Because brain swelling was strong, I finished an
operation with taking off the skull. Repeat CT showed
acute epidural hematoma in his posterior cranial fossa.
We came back to the operating room and evacuated
hematoma. He was induced mild hypothermia therapy
for 72 hours. His conscious was completely recovered
after one week. He had right hemiparesis (MMT 2/5)
immediately after rewarming but his hemiparesis improved to MMT 4/5. He discharged on his foot on the
33rd day of accident. He had slight right hand skilled act
disturbance but good afterwards in progress.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

今回，ドクターカーが出動したことにより，受傷

当院は高次救命救急センターを擁し，ドクターヘ

早期の気道管理を行うだけでなく，情報が病院に迅

リの基地として機能しているだけでなく，近隣の高

速かつ適切に伝わるなどシームレスな救急体制が救

エネルギー外傷や重篤な症例に対してはドクター

命につながった小児頭部外傷の一例を経験したので

カーを出して対応している。

報告する。
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Fig.1 The 3D-CT image on admission revealed fractures at occipital bone (A) and left parietal bone (B,C). CT image
showed thin subarachnoid hemorrhage around the midbrain (D) and acute epi/subdural hematoma with brain
contusion at the left frontal lobe (E).

Ⅱ─────────────── 症

当院到着時（14：52）は，JCS 100，BP 140 台，HR

例 ─

190 台であった。右への共同偏視と，瞳孔不同（右

1 歳 6 ヵ月の男児。母親が目を離した隙に，椅子に

4 mm／左 6 mm）を認めたが，対光反射は両側で迅

よじ登って窓を自分で開けて自宅アパート（ 2 階）か

速であった。また手足の動きに左右差はなかった。
頭部 CT（15：07）では左錐体骨骨折，大後頭孔に及

ら階下のアスファルトの駐車場に転落して受傷した。
異変に気づいた母親の通報（14：24）で救急隊が出動

ぶ左後頭骨骨折，左頭頂骨骨折と同部直下の急性硬

し，9 分後に現着した（14：33）
。このときの意識状態

膜外血腫および硬膜下血腫と脳挫傷を認めた（Fig.1）
。

は JCS 200，左側頭部腫脹，左髄液耳漏を認め，ドク

気脳症と中脳周囲に外傷性 SAH を認めた。

ターカーが要請された。ドクターカーは，救急科医

神経症状，画像所見から切迫脳ヘルニアと診断し

師を乗せて要請 2 分後（14：35）には出発し，要請 9 分

緊急手術を決断した。全身麻酔導入後（15：41）
，両

。この時，患児の意識状態
後には現着した（14：42）

側冠状切開により手術を開始した（16：10）
。大泉門

は JCS 100，左側頭部腫脹と左髄液耳漏以外に四肢体

から左側頭部に延びる骨折線直下の硬膜は断裂して

幹に明らかな出血はなかった。自発呼吸はあったが

いた。骨折線を横切る pre-Rolandic vein が断裂して

痙攣発作を認め，酸素 10 L の投与で SaO2 90〜 99％

出血していたため，やむを得ず凝固止血した。挫傷

と変動を認めていた。患児は受傷約 20 分前におやつ

脳と脳内血腫を可及的に除去するうちに脳腫脹を認

を食べていたこともあり，口腔内には吐物と食物残

めたため，人工硬膜を用いて硬膜を減圧縫合し，骨

渣を認めた。誤嚥のリスクが高く，マスク換気だけ

弁は戻さずに手術を終了した（17：27）
。

では病院搬入までに気道閉塞のリスクも高いと考え

後頭部の出血の増大もしくは対側の血腫増大が疑わ

られたため，ドクターカーに収容後に気管内挿管を

れたため，手術器械は不潔にせずに待機状態として，

。
施行し呼吸を安定化させて現場を出発した（14：47）

直ちに CT 室へ向かった。初回手術直後の CT では左
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Fig.2 The first postoperative CT images revealed supra/subtentorial acute epidural hematoma at occipital region
(A). Acute epi/subdural hematoma at left frontal lobe was evacuated and decompressive craniotomy done (B). CT
images after second surgery showed evacuation of the epidural hematoma (C). Note that no brain contusion at the
cerebellar hemisphere. No reaccumulated hematoma was observed at his initial operation site (D).
前頭部の血腫は除去されていたが，後頭蓋窩から左後

した。その後もリハビリテーションを進め，第 33 病

頭部テント上への硬膜外血腫を認めた（Fig.2）
。直ち

日に意識清明，左片麻痺 4 ⁄ 5 で独歩自宅退院した。

に 手 術 室 へ 戻 り ，腹 臥 位 に て 再 手 術 を 施 行 し た

受傷から 3 ヵ月後に冷凍保存しておいた自家骨を用

（18：35）
。横静脈洞からの出血を想定し，テント上下

いて頭蓋形成術を施行した（Fig.3）
。軽度の右手指巧

で開頭を行ったが，出血源は大後頭孔付近の骨折部か

緻運動障害が後遺しているが，全身状態良好である。

らであった。止血を確認するとともに ICP センサを後
頭 葉 脳 実 質 内 に 留 置 し て 手 術 を 終 了 し た（19：50）

Ⅲ─────────────── 考

（Fig.3）
。

察 ─

小児の重症頭部外傷の病院前救護では，二次的脳

術後は麻酔を覚まさず，バルビツレート療法に移
行した。既に麻酔がかかっていたために，最初から 3

損傷を最小限とするために，① 気道確保，酸素投与，

〜 5 mg/kg/hr で投与することとした。体重が 10.5 kg

換気の維持，② 頚椎保護，③ 必要ならば止血と合併

であったので，1.5 ml/hr（3.6 mg/kg/hr）で開始し，

損傷への応急処置が要求される。低血圧，低酸素症

脳 波 の burst & suppression を 参 考 に 1.8 ml/hr（ 4.3

があれば，直ちに是正することは論を待たない。多

mg/kg/hr）に増量して維持した。また，両親への十

くの場合，こうした病院前救護は救急隊員によって

分なインフォームドコンセントの下で，直腸温で

なされるが，気管内挿管は挿管認定救命救急士によ

35℃の軽度低体温療法を 72 時間施行し，24 時間かけ

る心肺停止状態にある患者のみに認められ，小児へ

て復温した。ICP は 17 mmHg を超えることはなく，

の気管内挿管は法的にも認められてはいない。また

概ね 11〜13 mmHg で推移した。鎮静終了後の意識レ

救命救急士による静脈路確保も心肺停止前の重症傷

ベルは JCS 10 で右片麻痺 2 ⁄ 5 であったが，意識や運

病者に対してのみ認められているのが現状である 4,7）。

動麻痺は徐々に改善し，第 6 病日に一般病棟に転出

本 事 例 で は ， JCS 100〜 200， GCS 7（ E1V2M4），
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Fig.3 The postoperative 3D-CT images (A). Cranioplasty with autologous bone was performed on 3 months after
the trauma (B). CT images 5 months after cranioplasty showed focal brain atrophy (C).

ECS 100L であり，ドクターカー出動によって気管内

は 18 分，病院収容までは 28 分であった。一方，病院

挿管が速やかに行われたことで，低酸素状態が回避

到着後，手術室入室まで 48 分，執刀開始までに 80 分

されたことが予後改善の大きな要因であったと考え

を要した。平日であったが 15 時過ぎであったため，

られた。さらに同乗しているドクターから，患者情

手術室や看護師に余裕があったことが，比較的ス

報が逐一報告されたことで，救急センター，脳神経

ムースな手術室入室につながったものと考えられた。

外科，麻酔科，手術室等への迅速かつスムースな連

一方，中心静脈ラインの確保や輸血用血液の手配・

携が可能となったものと推察された。

到着に時間を要し，手術室入室から執刀までの時間

ドクターカーシステムが病院外で生じた心肺停止

に改善の余地があると考えられた。こうした事例は

患者の治療に有効であることは報告されているが，

稀ではあるが，日頃からの想定・訓練の重要性を痛

頭部外傷患者に対する転帰改善効果については未だ

感させられた。

結論が出ていない 5,6）。日本外傷データバンクのデー

ドクターカーとは，患者監視装置等の医療機器を

タ解析によれば，現場での気管内挿管と静脈路確保

搭載し，医師，看護師等が同乗して疾病や外傷の発

が患者の転帰悪化と関係しているという。現場での

生した現場や搬送途上に出動する救急車である。ド

気管内挿管は，救急初療室で行うよりも危険で，現

クターヘリよりも行動範囲こそ劣るが，時間帯，天

場で医療行為に費やす時間が決定的な治療を遅らせ

候，場所に制限なく，特に市街地での現場に到着可

ている可能性を指摘する報告 6）もあるが，本事例に

能で，病院到着前の早期から医療介入を開始するこ

おいては頭部単独外傷であり，口腔内に食物残渣や

とができる。ドクターカーの運用方式には，① 病院

吐物がみられたことから，早期の気管内挿管がむし

車運用方式，② ワークステーション方式，③ ピック

ろ予後改善に寄与したものと考えている。

アップ方式がある 2,5）。当院では病院に隣接する消防
署からのピックアップ方式のドクターカーを運用し

覚知からドクターカードッキングまでの所要時間
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ている。当院における 2013 年 2 月～2014 年 8 月まで

Ⅳ─────────────── おわりに ─

のドクターカー出動は 58 件であった。内訳は転落事
案（18 件），交通事故（17 件）で全体の 6 割を占め，

本症例は，ドクターカーの出動により現場で気管

アナフィラキシーショック，感電，熱傷，指切断，

内挿管が行われ，さらに逐一情報が当院に伝えられ

VF 蘇生後などの事案などが 4 割であった。

たことで，手術室，麻酔科とのスムースな連携がで

今回の症例の経験から，ドクターカーシステムは

き，最小限の後遺症で救命しえたものと考えられた。

脳神経外科救急領域でも有望と思われた。このシス
テムが有効に機能するためには，救命救急士と同乗
文

医師の連携と質の担保が重要であると考えられた。
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ムレスに行われ，脳の不可逆的な二次損傷の発生を

〒960-1295 福島県福島市光が丘 1 番地
TEL: 024-547-1268 / FAX: 024-548-1803

最小限とできたことが大きな要因と考えられた。
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一般社団法人 日本脳神経外傷学会
第 1章

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

総則

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

定款

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

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

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

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

（役員報酬）
第 17 条 理事及び監事は，無報酬とする。

第 3章

役員及び役職

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

第４章

会議

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

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

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

（決議方法）
第 27 条 理事会の議長は，理事長が行う。ただし，理事
長に事故あるときは，当該理事会において選任
された他の理事がこれを行う。
（議決権）
2 理事会は，理事現在数の過半数の出席がなけれ
第 22 条 社員総会において，各社員は各 1 個の議決権を
ば，議事を行い，議決することができない。
有する。
3 理事会の決議は，出席した理事の過半数をもっ
て決する。
（議長）
4 理事が理事会の決議の目的である事項について
第 23 条 社員総会の議長は理事長が行う。ただし，理事
提案をした場合において，理事の全員が当該議
長に事故があるときは，当該社員総会において
案につき書面又は電磁的記録により同意の意思
選任された他の理事がこれを行う。
表示をしたときは，当該議案を可決する旨の理
事会の決議があったものとみなすことができる。
（議事録）
ただし，監事が当該提案につき異議を述べた場
第 24 条 社員総会の議事については，議事録を作成し，
合はこの限りではない。
これに議事の経過の要領及びその結果並びに法
令で定める事項を記載し，議長及び議事録作成
に係る職務を行った理事が署名又は記名押印し （議事録）
第 28 条 理事会の議事については，議事録を作成し，こ
なければならない。
れに議事の経過の要領及びその結果並びに法令
で定める事項を記載し，議長及び出席した理事
長並びに出席した監事は，これに署名又は記名
第 6 章 理事会
押印しなければならない。
（種類）
第 25 条 本法人の理事会は，通常理事会及び臨時理事会
第 7 章 基金
の 2 種とする。
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）
第 30 条 拠出された基金は，基金拠出契約に定める期日
項を記載した書面をもって招集の請求が
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
（特則）
第 3 条の 2 第 2 条及び前条の規定にかかわらず，現職の
理事 3 名の推薦状と過去の脳神経外傷に関する
（総則）
業績に関する資料等を本法人所定の審査申込書
第 1 条 本定款施行細則（以下「本細則」という）は，
に添えて，本法人事務所へ提出した者について
一般社団法人日本脳神経外傷学会定款（以下
は，社員・学術評議員選出評価委員会の審査，役
「定款」という）に基づき，定款の施行及び本法
員候補選出委員会の承認を経て，理事長の委嘱
人の管理運営につき必要な事項を定める。
により，本法人の社員となることができる。

第 1章

総則

第 2章

社員

（社員再任候補者）
第 4 条 社員再任候補者については，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，社員
再任リストを作成し，役員候補選出委員会に提
出し，報告するものとする。
2 前項の役員候補選出委員会において不再任と
なった場合，また当該社員から再任を辞退する
申出があった場合を除き，当該社員は再任する
ものとする。
3 再任の審査については，第 3 条の規定を準用す
る。

（社員）
第 2 条 新たに本法人の社員となるには，まず正会員が
社員・学術評議員選出評価委員会の定める審査基
準に従い，学術評議員の審査申込を行い，学術
評議員にならなければならない。
2 前項に規定する審査申込みにより学術評議員と
なり，連続して 2 期（ 4 年）学術評議員を務め
た者は，理事長の委嘱を受け，本法人の社員と
なる。
3 理事長は，社員に就任する者（第 4 条による再 （疑義）
任を含む）を定時社員総会の議場において報告
第 5 条 社員に関して疑義が生じたときは，理事会の決
し，委嘱する。
議に基づき処理するものとする。
4 前項の規定により社員資格を得た場合であって
も，当該学術評議員は，理事長にその理由を上
申することにより，社員への就任を辞退するこ
第 3 章 社員・学術評議員選出評価委員会
とができる。
5 社員の任期は，第 2 項の委嘱を受けた後 2 年以
（社員・学術評議員選出評価委員会）
内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終
第 6 条 社員・学術評議員選出評価委員会は，役員候補選
結の時までとする。ただし，再任を妨げない。
出委員会によって選任された委員長及び副委員
6 前項の任期中といえども，満 65 歳となる日の
長，並びに委員長により指名された選出評価委
属する事業年度にかかる定時社員総会の終結時
員によって構成する。
に任期満了となる。
2 社員・学術評議員選出評価委員会は，以下の業務
7 社員は，一般社団法人及び一般財団法人に関す
を行う。
る法律（以下「一般社団・財団法人法」という）
（1） 学術評議員の資格審査・評価
上の社員として社員総会を組織し，定款及び本
（2） 学術評議員に関する一切の業務
細則並びに法令に従い，必要事項を審議し決議
（3） 社員資格の審査
する。
（4） 社員（再任）リストの作成
（5） 役員候補選出委員会への幹事の推薦
（審査）
（6） その他，学術評議員及び社員について，役
第 3 条 社員・学術評議員選出評価委員会は，前条第 2 項
員候補選出委員会より委嘱された業務
本文に規定する要件を満たした学術評議員のリ
ストを作成し，同項但書に規定する役員候補選
（社員・学術評議員選出評価委員会の開催）
出委員会に提出し，報告しなければならない。
第 7 条 社員・学術評議員選出評価委員会は次の各項にし
2 社員・学術評議員選出評価委員会は，前項のリス
たがって開催される。
トの作成にあたり，会費の未納等を調査し，本法
（1） 前条第１項の規定に基づき選任された委員
人の社員とするのに不適当と判断した場合には，
長が，必要に応じて選出委員会を招集する。
前条第 2 項の要件を満たしている場合であって
（2） 選出委員会は，現在数の 3 分の 2 以上が出
も，当該リストから削除することができる。
席しなければ，議事を行い決議することが
3 役員候補選出委員会は，第 1 条のリストを受け，
できない。なお，書面による意思の表示は，
不承認の審議を行い，その結果を理事長に報告
出席とは認めない。
するものとする。
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（3） 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。
第 5 章 学術集会
（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
（学術集会）
し，本法人の事務局に保管するものとする。
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。
（学術評議員の選出情報の公開）
3 学術集会において演者として発表する者，司会・
第 8 条 理事長は，社員・学術評議員選出評価委員会の決
座長を行う者は，本法人の会員でなければなら
議により定めた以下の事項を学術評議員の選出
ない。
が行われる年の 1 月末日までに，次の各項を含
む情報を学会の機関誌あるいは本学会のホーム
ページ上に掲載し，公開するものとする。
第 6 章 役員候補選出委員会
（1） 学術評議員が提出する審査申請用紙の交付
請求締め切り期日
（役員候補選出委員会）
（2）前項の申請書の受理締め切り期日
第 15 条 本法人に，役員候補選出委員会を置く。
（3）学術評議員の応募基準，更新基準
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。
（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 （役員候補選出委員）
第 16 条 役員候補選出委員会は，社員の投票による選挙
のとする。
により理事（理事であった者を含む）の中から
選ばれた役員候補選出委員（5 名）と年次会長，
（役員候補選出委員会・理事会への報告）
次年次会長並びに前年次会長によって構成する。
第 10 条 社員・学術評議員選出評価委員会は，その審査の
2 役員候補選出委員の任期は，選任後 2 年以内に
結果を役員候補選出委員会に報告しなければな
終了する事業年度のうち最終のものに関する定
らない。
時社員総会の終結の時までとする。ただし，再
2 役員候補選出委員会・理事会への報告を経て，理
任は妨げないものとする。
事長は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。
3 役員候補選出委員会又は理事会は，社員・学術評 （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
議員選出評価委員会の審査結果に異議が述べる
催される。
ことができ，その場合は役員候補選出委員会に
（1）
第 15 条第 2 項の規定に基づき選任された
て再度審査を行い，不適当と判断した場合には，
委員長が，必要に応じて役員候補選出委員
学術評議員の審査申込みを却下するものとする。
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
第４章 年次会長
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
（年次会長）
合は，当該委員につき出席したものとみな
第 11 条 本法人は，社員の中から，年次会長 1 名を置く
す。
ことができる。
（3） 役員候補選出委員会における議事は，出席
2 年次会長は，本法人の年 1 回の学術集会を主催
委員の過半数をもって決する。
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
（選任）
記名押印し，本法人事務局に保管するもの
第 12 条 年次会長（次年次会長，次々年次会長を含む）
とする。
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
（5） 名誉会員の推薦

63

神経外傷 Vol.39 2016

（6） その他，社員，学術評議員に関し，本細則
に定める事項
（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。

（常務理事会）
第 24 条 本法人に，常務理事会を置く。
2 常務理事会は，理事長及び前条第 2 項及び第 3
項の常務理事をもって構成する。
（常務理事会の権限）
第 25 条 常務理事会は，第 18 条に規定する役員候補選
出委員会の権限に属する事項を除く，理事会，
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，
業務の報告を求めることができる。
3 常務理事会は，委員会からの報告事項及びその
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。
（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
については，第 17 条の規定を準用する。ただ
し，本文中，役員候補選出委員は「常務理事」，
委員長は「理事長」と読み替えるものとする。

（幹事）
第 21 条 幹事会は，3 名以上の幹事をもって構成する。
2 前項の幹事は，役員候補選出委員会の推薦に基
づき，理事会で承認された者をもって構成する。
3 幹事の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業
第 9 章の 2 事務局及び事務局長
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
（事務局及び事務局長）
ものとする。
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。
2 事務局には，事務局長 1 名を置くことができる。
第 8 章 委員会
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。
（委員会）
4 事務局長の任免は，理事長が行う。
第 22 条 本法人には，理事会において別に定める「委員
5 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は，
会設置規程」に基づき，必要に応じて各種委員
理事会の決議により別に定める。
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
第 10 章 会 計
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

（資産）
第 27 条 本法人の資産は，次のとおりとする。
（1） 会費
（2） 事業にともなう収入
（3） 資産から生ずる果実
（4） 寄付金品
（5） その他の収入

（常務理事）
第 23 条 本法人に，常務理事を置く。
2 役員候補選出委員会の委員をもって，常務理事
とする。
3 前項の規定にかかわらず，理事長は役員候補選
（経費）
出委員以外から 1 名の理事を常務理事に指名す
第 28 条 本法人の事業を遂行するために必要な経費は，
ることができる。
前条の資産をもって支弁する。
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。
（事業計画，収支予算）
なお，前項の規定により，理事長より指名され
第 29 条 本法人の事業計画及びこれにともなう収支予算
た常務理事についても同様とし，任期中に常務
は，毎会計年度の開始前に理事長が編成し，理
理事に指名された場合であっても，他の常務理
事会の決議を経て社員総会の承認を得なければ
事の任期の残存期間と同一とする。
ならない。
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（収支決算）
第 30 条 本法人の収支決算は，毎会計年度終了後に理事
長が作成し，監事の監査を受け，理事会の決議
を経て社員総会の承認を得なければならない。
（会費）
第 31 条 本法人の会費は次のとおりとする。
（1） 正 会 員 金
8,000 円
（2） 賛助会員 金 100,000 円

第 11 章 施行細則の改正
（改正）
第 32 条 本細則の改正は，総社員の半数以上であって，
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。

平成
平成
平成
平成
平成
平成
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22 年
23 年
23 年
24 年
27 年
28 年

10 月
8月
10 月
6月
3月
2月

26 日
8日
11 日
18 日
5日
25 日

一部改正
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，研究，
（事務局）
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役員候補選出委員会の決議
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
医学研究の COI（利益相反）に関する指針

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

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）
属する企業名・2）
当該研究への貢献内容・3）
当該
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-

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

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

COI 状態となることを回避すべきである。

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
の自己申告・開示を済ませ
て必要な対象期間
（3 年間）
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。

70

神経外傷 Vol.39 2016

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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神 経 外 傷
投稿／執筆規定
■ 筆頭著者は日本脳神経外傷学会会員に限ります。

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
登録して下さい。また，
（様式 1）
「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
でない場合は,「自己申告による COI 報告書」
（様式
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。

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
以上の場合は 3 名連記し，
「—，ほか：」
「—，et
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）

Ⅰ．総説・原著・症例報告
1． 原稿は以下に示す体裁で記載して下さい。

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.

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

72

神経外傷 Vol.39 2016

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。

（ 2016 年 2 月 25 年改正）

【 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

73

神経外傷 Vol.39 2016

74

神経外傷 Vol.39 2016

75

神経外傷 Vol.39 2016

編 集 委 員

三木

保（委 員 長）

前田

剛（副委員長）

有賀

徹 ・ 小川

武希 ・ 奥寺

敬 ・ 小野

純一 ・ 片山

容一 ・ 黒田

泰弘 ・ 甲村

英二

坂本

哲也 ・ 佐々木達也 ・ 鈴木

倫保 ・ 高里

良男 ・ 富田

博樹 ・ 平林

秀裕 ・ 藤木

稔

松前

光紀 ・ 三宅

尚之 ・ 横田

裕行 ・ 吉野

篤緒

康史 ・ 村井

編 集 幹 事

（五十音順）

荒木

尚 ・ 稲次

基希 ・ 大賀

優 ・ 大谷

直樹 ・ 荻野

雅宏 ・ 刈部

博 ・ 河井

川又

達朗 ・ 小泉

博靖 ・ 塩見

直人 ・ 末廣

栄一 ・ 徳富

孝志 ・ 土肥

謙二 ・ 戸村

豊田

泉 ・ 中川

敦寛 ・ 中村

俊介 ・ 中村

丈洋 ・ 中村

弘 ・ 藤澤

丸石

正治 ・ 宮田

昭宏 ・ 横堀

將司

秋山

雅彦 ・ 安心院康彦 ・ 荒木

尚 ・ 石崎

植嶋

利文 ・ 卯津羅雅彦 ・ 畝本

恭子 ・ 大賀

荻野

雅宏 ・ 奥野

金子
栗田

博亮 ・ 朴

信行
哲
永銖

（五十音順）

学術評議員

佐久間

竜司 ・ 磯谷

栄二 ・ 稲次

基希 ・ 岩瀬

正顕

優 ・ 大塩恒太郎 ・ 大須賀浩二 ・ 大谷

直樹

憲司 ・ 小野

元 ・ 小畑

仁司 ・ 雄山

博文 ・ 加藤

晶人 ・ 金子

隆昭 ・ 刈部

博 ・ 河井

信行 ・ 川上

浩樹 ・ 小泉

博靖 ・ 小松

潤 ・ 佐々木達也 ・ 佐藤

純也

雅久 ・ 河北

賢哉 ・ 北橋

章子 ・ 熊井戸邦佳

洋治 ・ 小守林靖一 ・ 小柳

泉 ・ 榊原

毅彦 ・ 榊原陽太郎

秀貴 ・ 塩見

直人 ・ 重森

裕 ・ 篠田

正樹 ・ 下川

宣幸

末廣

栄一 ・ 鈴木

晋介 ・ 高尾

洋之 ・ 高橋

功 ・ 高橋

義男 ・ 髙山

泰広 ・ 竹内

誠

竹本

理 ・ 田戸

雅宏 ・ 種井

隆文 ・ 谷

諭 ・ 津村

龍 ・ 土肥

謙二 ・ 戸村

哲

豊田

泉 ・ 直江

康孝 ・ 中江

竜太 ・ 中川

敦寛 ・ 中村

俊介 ・ 中村

丈洋 ・ 中村

弘

中山

晴雄 ・ 並木

淳 ・ 成相

直 ・ 野地

雅人 ・ 萩原

信司 ・ 萩原

靖・林

原

睦也 ・ 平尾

朋仁 ・ 平林

秀裕 ・ 廣田

晋 ・ 福島

匡道 ・ 藤井

本晴 ・ 藤川

厚

永銖 ・ 本多ゆみえ ・ 前田

剛 ・ 正岡

博幸 ・ 松野

彰 ・ 丸石

正治

布施

明・朴

宮城

知也 ・ 三宅

安原

隆雄 ・ 八ツ繁

吉岡

拓郎

康史 ・ 宮田

圭 ・ 村井

尚之 ・ 村井

保夫 ・ 村上

守・森

達郎

寛 ・ 柳川

洋一 ・ 山下

晴央 ・ 山田

哲久 ・ 山本

拓史 ・ 横堀

將司

進

（五十音順）

神経外傷（日本脳神経外傷学会機関誌）
Neurotraumatology (Official Journal of The Japan Society of Neurotraumatology)

Vol. 39 No. 1 2016
2016 年 8 月 10 日

発行

発
行： 一般社団法人日本脳神経外傷学会事務局

日本大学医学部脳神経外科学系神経外科学分野

制

作： 株式会社 マイライフ社

〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町 30-1
TEL: 03-3972-8111（内線 2481）FAX: 03-3554-0425
〒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

定価：本体 4,000 円＋税

COPYRIGHT © 2016 by The Japan Society of Neurotraumatology

