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The significance of accumulating and utilizing
information on the prognoses of head injuries,
頭部等外傷予後情報の集積・活用の意義
etc. for promoting health and welfare policies
for people with disabilities
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The significance of promoting the accumulation and
utilization of data on the prognoses of head injuries, etc.
in Japan in the future is organized here with consideration
of policy. Epidemiologically, new demands for preventive
medical intervention related to trauma have been raised,
such as the prevention of fractures and falls and the
effective provision of consecutive medical and welfare
care for acquired disabilities, as the population aged and
health care standards improved in Japan in recent years.
Regarding Japanese epidemiological information related
to trauma, little cross-sectional data, such as needs for
care by stage, was accumulated, while much information
was available on acute-phase medicine. In constructing a
community-based integrated care system, “the establishment of methodologies to operate structures for crosssectional and multi-professional cooperation by community and structures for understanding the current status
and issues in the community and evaluating the system
based on them” was an issue in the area of welfare and
nursing care. The Act for Comprehensive Welfare for
Persons with Disabilities requires policy evaluation, cooperation between medicine and welfare, and putting
into practice evidence-based health and welfare policies
for people with disabilities is needed for supporting
independent decision-making by people with disabilities.
Promoting the accumulation and utilization of information on the prognoses of trauma is significant as a crosssectional information tool for local governments to create
a seamless health ⁄ medical ⁄ welfare ⁄ nursing care system
with no disparity for promoting health and welfare policies
for people with disabilities, and to realize the information
accumulation and utilization, starting it as a model in the
field of neurosurgery, seems appropriate and reasonable
in Japan.
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Table 1 Definition of “ ‘primary prevention,’ ‘secondary prevention,’ and ‘tertiary prevention’ of trauma ” in this article
【参考】
本稿における
「外傷の『一次予防』・『二次予防』・『三次予防』
」 健康増進 ・疾病予防における「一次 ・二次 ・
三次予防」42）
の定義
一次予防

交通事故や転倒・落下等による外傷の発生（＝
受傷）を予防すること

生活習慣を改善して健康を増進し，生活習慣
病等を予防すること

二次予防

早期搬送や救命救急医療 ・急性期外傷医療，
後遺症の早期発見・早期治療

健康診査等による早期発見・早期治療

三次予防

後遺症や障害等に伴う，機能的・精神的・社
会的な QOL 低下を防止し，日常生活や就学・
就業の再開・社会復帰を図ること

疾病が発症した後，必要な治療を受け，機能
の維持・回復を図ること

Fig.1 Change in the occurrence of traffic accidents.

Ⅰ─────────────── はじめに ─

なった。そのため，外傷に対する予防的アプローチ

「外傷」は，生活習慣病等の疾病と同様，健康被害

は，警察庁や国土交通省等の「受傷予防策」や，消防

や後天性障害を起こしうる要因の 1 つであり，予防医

庁や医療機関の「早期搬送・救命救急医療」という，

学的アプローチの対象である。外傷の一次・二次・三

公衆衛生行政部門「以外」での対策として，開始され

次予防は，健康増進や疾病予防における一次・二次・

ることとなった。その後，医療水準の向上等によっ

三次予防を拡大適用すると，Table 1 のように定義で

て，交通事故の発生状況 44）における「死者数」は順調
に減少したが，
「発生件数」の漸増が 2004 年まで続い

きよう。
日本では，外傷による健康被害は，1960 年代以降

たため，交通事故による人口 10 万人当たりの［負傷者

の交通事故発生件数の急増を背景に，
「交通外傷によ

数／死者数］の比は，58.5（ 1970 年）から 186.0（ 2012

る死傷者数の急増」という形で顕在化し，社会問題と

年）まで相対的に増大することとなった（Fig.1）
。
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1）
「警察庁事故統計」

次いで日本では，人口の高齢化に伴って，高齢者の
ロコモティブ症候群（locomotive syndrome；運動器

2）
「総務省消防庁救急・救助の現況」45）

16）
症候群）
による，転倒・転落の増加が大きな問題と

3）厚生労働省の関連統計

なってきた。平成 25 年国民生活基礎調査の概況 25）に

4）外傷医療関連学会等におけるデータバンク

よれば，
「骨折・転倒」は，要支援となった原因の第 3

これら 1）
～4）
により，外傷の発生時疫学データは，

位（14.6％）と報告されている。また同調査において，

国内では充実してきている。だが，
「その先」にある

要介護となった原因第 2 位（ 21.4％）の「認知症」で

情報，つまり，外傷の急性期医療終了後の患者には

は，サルコペニア（sarcopenia）の頻度が非常に高い

「どのような後遺症・合併症・続発症・障害が発生し

ため，認知症ケアにおいては，大脳の問題だけでな

うるのか」
，或いは，それに対して地域には「どのよ

く，転倒予防等の「外傷予防対策」が重要と指摘され

うな介入ニーズが，どの程度あるのか」といった，

ている 17）。65 歳以上の認知症高齢者数は，2012 年の

「外傷の長期予後に係る，保健・医療・介護・福祉の

時点で全国に約 462 万人と推計されており，約 10 年

『介入効果評価に資する，質的・量的な予防疫学デー

で 700 万人（ 65 歳以上高齢者の 20％）に増える見通し

タ』や『ステージ別のケアニーズ』
」の収集・蓄積・活

とされている 26）ことから，ロコモティブ症候群や骨

用が，国内には圧倒的に少ないと言わざるを得ない。

折・転倒等の外傷に対し，より効率的で効果的な予防

〔 2 〕米国の外傷に係る健康政策の推進方策

策を探る社会経済的意義は，大きいと考えられる。
これらのことから今後，外傷に係る予防医学的アプ

米国では，国の健康政策は，
“Healthy People”
と呼

ローチとして，①「後遺症や運動器等の障害を抱えた

ばれる，向こう 10 年間の指針に沿って推進されてい

まま，退院患者が地域住民として，日常生活や就学・

る 56）。これまで，1990 年に“Healthy People 2000”
が，

就業・社会への復帰を目指す場面における『三次予防

また 2000 年に“Healthy People 2010”
が，そして 2010

策』
，すなわち『機能的・精神的・社会的な QOL（生

年に
“Healthy People 2020”
が，各々公表されている。

活・人生の質）の低下を防止する対策』
」や，②「認知

外傷や虐待の健康政策は，例えば“Healthy People

症患者や高齢者の骨折・転倒を防止するという『一次

2010”
では，
“Injury and Violence Prevention（外傷や虐

予防策』
」が，地域の保健医療福祉施策として，重要

待の予防）
”
という独立した健康分野で，全 28 項目の

となってくる。そのため著者らは，日本では，外傷に

“Focus Area（重点健康分野）
”
のうちの 1 項目として扱

対する予防医学的アプローチの方法を捉え直す必要が

われ，外傷に係る健康政策の目標
（値）
が設定されてい

あるのではないかと考えた 47）。そして，日本におけ

る。政策の評価や見直しは，外傷サーベイランス等の

る外傷の EBHP（Evidence Based Health Policy：エビ

疫学データに基づいて行われ，それらは，次の 10 年

デンスに基づく健康政策）の推進に必要な事項につい

に向けた健康政策の指針に反映される。このようなプ

て，予備的研究を開始することとした。

ロセスにより，外傷に係る米国の健康政策は，生活習

本稿では，それらを概説するとともに，頭部等外傷

慣病等の疾病予防と同様に，EBPH により推進されて

に係る政策や疫学情報の日米における現状を紹介し，

いる 11）
（Fig.2）
。さらに，外傷サーベイランスについて

日本における「地域包括ケアシステム実施（ 2025 年）

は ，“ Injury Surveillance Training Manual – Instructor

『以降』の，保健医療や障害保健福祉に係る健康施策

Guide”及 び“ Injury Surveillance Training Manual –

の推進」を視野に置き，今後の外傷予後情報の集積・

Participant Guide”が作成されており，それらはサー

活用を推進する意義について整理し，解説する。

ベイランス・データの標準化や，人材育成に活用され
ていると思われた。

Ⅱ── 外傷の EBHP に関する，国内外の現状 ─

なお日本でも，
「エビデンスに基づく健康政策の推
進」は既に行われている。
「健康日本 21（21 世紀にお

〔 1 〕日本の外傷に係る疫学統計

ける国民健康づくり運動）」19,20）における健康増進

外傷に係る国内の疫学統計データは，現状では主

（Health promotion）政策がそれに相当するが，日本の

（Table 2）
。
に以下 1）～4）により得られる 13）

設定目標（値）
や健康の対象分野は，がん・循環器疾
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Table 2 Japanese epidemiological statistics related to trauma

1）「警察庁事故統計」
交通事故・児童虐待及び福祉犯・水難・銃器等による発生や死傷者等の状況について，速報値を把握でき
る。交通事故統計については，最新状況は総務省 e-Stat（政府統計の総合窓口）で，また過去の状況は公益
財団法人交通事故総合分析センター（ITARDA）において有償・無償で，入手できる。

2）「総務省消防庁救急・救助の現況」
事故種別の救急出動件数構成比の推移，傷病程度別の事故種別搬送人員等を把握できる。

3）厚生労働省の関連統計
「人口動態統計」では，
「不慮の事故死亡統計」において，交通事故，転倒・転落，不慮の溺死及び溺水，不
慮の窒息，煙・火および火災への曝露等による死亡数，人口 10 万対死亡率，等を把握できる。
『不慮の事故死亡統計』の概況」では，平成 7
平成 21（2009）年度の「人口動態統計特殊報告」における「
（1995）年から平成 20（2008）年までの人数の推移を見ると，交通事故は一貫して減少している一方，転倒・
転落は増加傾向にある」と報告されている。
また「患者調査」では，傷病分類別「損傷，中毒及びその他の外因の影響（『骨折』再掲）
」による推計患者
数，受療率，退院患者の平均在院日数等を把握できる。

4）外傷医療関連学会等におけるデータバンク
代表的な外傷のデータバンクは，次の 3 つと考えて良いだろう。
41）
① 一般社団法人日本脳神経外傷学会の頭部外傷データバンク（JNTDB: Japan Neuro Trauma Data Bank）
12）
② 特定非営利活動法人日本外傷診療研究機構の日本外傷データバンク（JTDB: Japan Trauma Data Bank）
37
）
③ 一般社団法人 National Clinical Database（NCD）の外科手術・治療情報データベース
いずれも，外傷患者の登録制度（レジストリ制度）がシステムの基本骨格である。NCD のデータベースは，
わが国における外科系医療の現状を把握するため，日本外科学会を基盤とする外科系諸学会の協力により立
ち上げられた外科手術情報等のシステムであり，設立 5 年時点で，一般外科医が行う手術の 95％以上をカ
バーし，年間 120 数万件の手術情報が 4,105 施設から集積されている，巨大データベースであるという 38）。

患・糖尿病・COPD（慢性閉塞性肺疾患）等の，生活

効であるにもかかわらず，
『医療から福祉までの連続

習慣病を中心とする「疾病」に限られている。現行の

したケア』が適切に提供されていない」ことが，近年

日本の健康政策では，外傷関連の予防は，独立した分

日本では社会問題となり，対策が開始された 35）。この

野としては扱われていない。

27）
ことから著者らは，
「外傷のクロニシティ（慢性性）

に切れ目なく対応する社会における，
『疫学エビデン
スの集積・構築・活用』のあり方」を検討する対象と

Ⅲ───「頭部外傷」及び「高次脳機能障害」の
EBHP に関する，国内外の現状 ─

して，TBI 等の頭部外傷は最適と考え，縦断的疫学研
究（Longitudinal epidemiological study）の推進に向け

こ こ で ， 外 傷 の 中 で も 外 傷 性 脳 損 傷（ TBI :

て，これまで先行研究を行ってきた 48,49）。

Traumatic Brain Injury 以下“TBI”とする）等の頭部

〔 1 〕日本の「頭部外傷」及び「高次脳機能障害」に

外傷をとりあげ，その予後経過で生じうる高次脳機

係る保健医療福祉施策と疫学データ

能障害と併せて，国内外の疫学データや EBHP の現

厚生労働省では，高次脳機能障害支援に関する取り

状を概括してみる。
高次脳機能障害は，TBI 等の外傷や，脳卒中等の疾

組みとして，支援モデル事業（ 2001 年度～）
，支援普

病による脳損傷によって引き起こされうる障害の 1 つ

及事業（ 2006 年度～）
，関連障害を含む支援普及事業

だが，病院の退院後，社会に出て初めて顕在化するこ

（ 2013 年度～）等が行われた。その結果，支援拠点機

「高次脳機能障
とが特徴とされている 34）。そのため，

関が全都道府県に設置され（ 2015 年 6 月現在計 99 ヵ

害者の社会復帰には，早期のリハビリテーションが有

所）
，高次脳機能障害者を支援する保健福祉医療施策
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公表年

発行主体
“Healthy People 2000 Final Review” 57）

2000
2001
2006

2009

2010

⬇
⬇
⬇
⬇

National Center for Health Statistics, Centers for
Disease Control and Prevention (CDC), U.S.
Department of Health and Human Services

“Healthy People 2010”
“Injury Surveillance Guidelines”

WHO & U.S. CDC

“CDC Injury Fact Book”

U.S. CDC's National Center for Injury Prevention
and Control

“CDC Injury Research Agenda, 2009–2018”

U.S. CDC

⬇
“Healthy People 2010 Final Review”
⬇

36）

National Center for Health Statistics

“Healthy People 2020” 40）

ODPHP (Office of Disease Prevention and Health
Promotion)

⬇ （“Healthy People 2030”）

Fig.2 Measures for promoting a health promotion policy based on U.S. epidemiological data on trauma, etc.

“The CDC Injury Fact Book” offers a wealth of injury data and descriptions of CDC research and prevention programs for a
full spectrum of injuries—from those related to acute injury care or alcohol use to those resulting from youth violence.
“The CDC Injury Research Agenda” describes their research needs and priorities for 2009–2018.
“Healthy People 2010 Final Review” presents a quantitative end-of-decade assessment of progress in achieving the Healthy
People 2010 objectives and goals over the course of the decade. It continues the series of profiles of the nation's health
objectives as an integral part of the Department of Health and Human Services' disease and health promotion initiative for
the decade that began in 2000.
“Healthy People 2020” was launched in December 2010 by the U.S. Department of Health and Human Services, announcing
the new 10-year goals and objectives for health promotion and disease prevention.

の体制が整備されてきた。今後の施策課題は，高次脳

次脳機能障害全国実態調査報告」として引き継がれ，

機能障害者の地域生活を支えるための，
「地域におけ

これまで 2 回の調査（ 2005 年 51）・2009 年 52））が行わ

る医療と保健福祉の連携推進・多職種連携の推進」等

れているが，疫学的にはいずれも，症状が顕在化し

である。自治体がそれらを，質の高いサービスとして

た障害者を対象とする横断的研究（Cross sectional

効果的・効率的に推進するには，疫学データをはじめ

study）である。
一般に，病態の全体像を把握するには，時間軸に

とする科学的な施策根拠は不可欠と考えられる。

沿った疫学観察を併せることが重要である。高次脳機

高次脳機能障害の疫学データは，その収集・分析

）Fig.3）
能障害関連の縦断的研究（Longitudinal study（

が，失語症研究会（韮山カンファレンス）による失語
症の実態調査として開始されている（ 1969 年第 1 回，

について，国内における状況をみると，状況は原因傷

1973 年第 2 回）。その後，日本失語症学会の「失語症

病によって大きく異なる。すなわち，原因が「脳卒中

全国実態調査」として調査が 10 回（ 1978 年 7）・1982

等の疾病」の場合は，久山町研究 28）に代表される，世

年 8）・ 1985 年 9）・ 1988 年 53）・ 1991 年 43）・ 1994 年 1）・

界的に高い評価のスタディが存在するが，原因が

1997 年 2）・ 2001 年 3））行われている。さらに，日本

「TBI 等の外傷」の場合は，検索し得た範囲では，大

高次脳機能障害学会（旧称：日本失語症学会）の「高

規模コホート研究等の疫学研究はみあたらない。な
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Fig.3 Methods of epidemiological studies.

A gap exists in the passage of time between the time when a factor works and a disease develops in observational
epidemiological studies. Methods not considering this time passage are called cross-sectional studies, and methods
considering it are called longitudinal studies. Cohort study is a method of longitudinal study and is further classified as
prospective cohort study and retrospective cohort study, depending on the timing when the information on the exposure to a
factor is ascertained.

お，久山町研究は，1961 年に，脳卒中の実態解明を

s report to con提唱されている。この勧告は，
「CDC’

目指して，福岡県久山町の全住民を対象に始まった大

gress on traumatic brain injury（TBI に 関 す る CDC の

規模疫学研究だが，その後，生活習慣病全般の研究に

報告）
．Recommendations for Addressing Critical Gaps

発展し，開始 50 年後の現在も進行中の国際的疫学研

（重要なギャップに対処するための推奨事項）
」と題す

究 39,54）と位置付けられている。一方，原因が「TBI 等

る会議報告 4）に，以下①②の疫学テータとともに掲載

の頭部外傷」の場合は，傷病発生に関する疫学データ

され，TBI の EBHP が，長期予後を視野に推進されて

については，JNTDB 等において，全国規模の症例が

いる。
①「どのくらいの人々が TBI の影響を受けており，

把握されている。しかし大半は発生時や急性期の情報
に限られ，後遺症や続発症・障害等を含む「予後」を，

その生活（人生）はどのようなものか」

分野横断的に追跡できる仕組みにはなっていない。

②「TBI のリハビリテーション効果について解っ

さらに，原因傷病による状況の違いは，医療法に基

ていること」

づく都道府県医療計画の「地域連携クリティカルパ
ス」にもみられる。
「脳卒中連携パス」では，地域の医

Ⅳ───── 障害保健福祉施策の推進に向けた

療連携体制が施策的に推進されている 21）が，TBI 等

外傷予後情報集積・活用の意義について ─

外傷の連携パスは，先進的な取組み事例は地域単位で

〔 1 〕地域包括ケアシステム実施（2025 年）
「以降」の

みられる 29）ものの，施策と連携して広く推進されて

2035 年を見据えた観点から

いるとは言い難い。

（1）2025 年 ─ 地域包括ケアシステム実施

〔 2 〕米国の TBI に係る健康政策の推進方策

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年以降は，国民

米国では，TBI は「社会や経済に大きな影響を与え

の医療や介護の需要が，さらに増加すると見込まれて

るだけでなく，個人やその家族の生活に影響を与え

いる。そのため厚生労働省は，高齢者の尊厳を保持し

る，生涯の問題につながりうる健康課題」と捉えられ

自立生活を支援することを目的に，可能な限り住み慣

ている。そして，CDC による Fig.4 のような勧告が，

れた地域で，自分らしい暮らしを人生の最期まで続け
られるよう，2025 年を目途として，地域の包括的な

研究者や公衆衛生実務者・施策の意思決定者に対して
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〔出典：文献 4〕

CDC Recommendations
CDC identified the following recommendations for researchers, public health practitioners, and decision makers:
Improve Estimates of TBI
➤ Collect data on how many TBI patients are treated in out-patient clinics, urgent care facilities, and other
non-hospital settings.
➤ Calculate the number of TBIs that occur within each state.
➤ Estimate the number of persons living with a disability caused by a TBI.
➤ Develop and implement a surveillance system to improve estimates of sports- and recreation-related
concussions experienced by youth.
Enhance Measures Used to Evaluate Rehabilitation Success
➤ Increase the use of health information technology (e.g., electronic health records) to improve tracking of
patient progress and determine rehabilitation effectiveness.
➤ Develop comprehensive measures that can better determine the effectiveness of rehabilitation therapies.
➤ Adapt and test promising measures within specific populations, including children, older adults, and
racial/ethnic groups.
Improve TBI Rehabilitation Research and Service Delivery
➤ Conduct studies examining the optimal timing, intensity, and frequency of rehabilitation therapies.
➤ Develop service delivery models that better connect patients and their families to the clinical and
community services that support lifelong needs.
➤ Increase the use of alternative sources for service delivery, such as telemedicine, to improve access to rehabilitation services for those in remote or rural areas.
➤ Expand the use of promising technologies (e.g., GPS, paging systems, and smartphones) to aid with rehabilitation.
Fig.4 Individual recommendations provided to researchers, working-level officials in public health, and policy
decision makers in the “CDC’s Report to Congress on Traumatic Brain Injury”.
支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の

森川ら 31）は，市町村における地域包括ケアシステ

構築を推進している 22）。

ム構築に向けた，地域ケア会議や地域支援事業での

地域包括ケアシステム構築に関して，福祉介護分野

「データ活用」について，全国調査を実施し，
「各地域
で，医療介護連携は徐々に進められているものの，

では，方法論の確立が課題とされており，そのキー・
ポイントは，
「地域を単位とする分野横断的な連携や，

『根拠や評価のためのデータ活用』や分野横断的な取

多職種連携の仕組み，それらに基づく地域の現状・課

組は，必ずしも十分でない」と，その実態を報告して

題把握とシステム評価の仕組みを機能させること」と

いる。今後は，地域のマネジメントレベルでの「医療

指摘されている 30）。そして，5 年後までを達成の目途

と介護，福祉」の連携が，
「データを活用」して推進さ

「分
とする，福祉介護分野の優先課題の 1 つとして，

れるようにするための，協働情報システム等を含む具

野横断的なデータ活用手法の確立」が挙げられてい

体的な活用方策の検討が，いっそう重要となってくる

る。これに対して厚生労働省は，2015 年 7 月より，

だろう。
12）
（2）2035 年 ─「保健医療 2035」

「地域包括ケア『見える化』システム」23）として，都道
府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の

日本では，1961 年のユニバーサル・ヘルス・カバ

策定・実行を支援するとともに，地域包括ケアシステ

レッジ達成以降，比較的低い医療費で世界一の良好な

ムの構築に関する様々な情報を一元化し，見やすい形

保健アウトカムを達成してきた 55）。しかし，医療や

で提供するための情報システムを，本格稼働させてい

介護のサービス提供は，施設を中心に医療従事者の専

る。

門分化が進み，
「高度医療については国際的にも極め
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Table 3 ”Health care paradigm shift required by 2035”
□ 量の拡大から質の改善へ
あまねく，均質のサービスが量的に全国各地のあらゆる人々に行き渡ることを目指す時代から，必要な保
健医療は確保しつつ質と効率の向上を絶え間なく目指す時代への転換
□ インプット中心から患者にとっての価値中心へ
構造設備・人員配置や保健医療の投入量による管理や評価を行う時代から，医療資源の効率的活用やそれ
によってもたらされるアウトカムなどによる管理や評価を行う時代への転換
□ 行政による規制から当事者による規律へ
中央集権的な様々な規制や業界の慣習の枠内で行動し，その秩序維持を図る時代から，患者，医療従
事者，保険者，住民など保健医療の当事者による自律的で主体的なルールづくりを優先する時代への
転換
□ キュア中心からケア中心へ
疾病の治癒と生命維持を主目的とする「キュア中心」の時代から，慢性疾患や一定の支障を抱えても生活
の質を維持・向上させ，身体的のみならず精神的・社会な意味も含めた健康を保つことを目指す「ケア中
心」の時代への転換
□ 発散から統合へ
サービスや知見，制度の細分化・専門化を進め，利用者の個別課題へ対応する時代から，関係するサービ
スや専門職・制度間での価値やビジョンを共有した相互連携を重視し，多様化・複雑化する課題への切れ
目のない対応をする時代への転換
〔出典：文献 12 より抜粋・著者編集〕

て高い水準であるが，プライマリケアや慢性期の医療

のデータ集積を推進して，予防に対する取り組みをさ

については質が課題」10）とされる等，近年の保健医療

らに加速させるべき 12）だろう。さらに「保健医療

を取り巻く環境の大きな変化や，患者にとっての価値

2035」では，
「リーン・ヘルスケア ～保健医療の価値

に必ずしも見合っていない点が，課題と指摘されてい

を高める～」の実現に必要なアクションとして，専門

る。そのため日本の保健医療制度には，
「経済成長と

医制度と連携した症例データベースである National

財政再建にも貢献し，ひとりひとりが主役となれる健

Clinical Database（NCD）ほか医療現場主導の取り組

やかな社会」を実現するために，システムとしての保

み支援や，政策実現に向けた普及推進が，例として挙

健医療のパラダイム・シフトが求められるようになっ

げられている 12）。

てきている 22）。

〔 2 〕「障害保健福祉施策の推進」の観点から

厚生労働省の「保健医療 2035」12）には，2035 年に向

（1）統合ケア（Integrated Care）

けて必要な保健医療の転換として，5 つの具体的な目

標が掲げられている（Table 3）
。そして，それらの達

日本の障害保健福祉施策は，従来，身体障害・知

成や，2035 年のビジョン実現に必要な具体策が複数

的障害・精神障害等の「障害種別ごとの法律」等に基

挙げられており，
「予防・健康の推進とエビデンスの

づいて，全国共通の利用ルールなしに，サービスが

強化」は，その 1 つである。現状では，診断・治療に

提供されていた。そのため，地域や障害種別により，

比べ圧倒的に少ないと指摘されている，予防に関する

不整合や格差が生じ，解決策が求められるように

科学的エビデンス 6）について，今後は，クリニカル

なった 18,33）。

データ等の他のデータとの突合を促進し，広く活用す

一方，社会の高齢化がすすみ，虚弱住民へのケア

るなど，予防・健康づくりに関する科学的エビデンス

ニーズの増加が予想される社会においては，医療と
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介護・福祉の統合を目指した「統合ケア（Integrated

たケアを提供するための，
『分野横断的な情報共有

Care）」32）が，世界の先進国の潮流である。これらを

ツール』」が必要となる。①の実現には，本稿「Ⅱ．
」の疫学統計データの，地域別分析等が役に立つ
〔1〕

背景に，ケアの統合を目指した医療と介護の一体的な

と思われる。また，②の実現には，本稿「Table 2. 4）
」

改革 24）が，日本においても進められることとなった。
地域包括ケアシステムは，現段階では，主に介護保

の JNTDB, JTDB, NCD 等の情報システムに，地域

険制度の中で語られている。しかし，2025 年のシス

連携クリティカルパスを組み合わせる等によって，介

テム実施以降には，保険者である市町村や都道府県

入効果評価に資する分野横断的情報共有システムを地

が，主体的に「切れ目や格差のない保健・医療・福

域に構築し，それをモデルシステムとして，地域の

祉・介護システム」を作り上げていくことが，求めら

保健・医療・介護・福祉全般の分野横断的情報共有

れている。そのため，地域包括ケアシステム実施以降

システムへの発展を模索する等の方策は，実現可能な

の自治体では，
「地域全体の保健・医療・福祉・介護

一案ではないかと考えられた。

のケア・ニーズ」を把握して，より効果的で効率的な

〔 3 〕急性期外傷医療関係者への意見調査の結果

提供体制を構築するために，
「データを活用した分野

50）

をふまえた観点から

横断的な取り組み」が，保健・医療分野や「介護
（＝高
齢者保健福祉）
」分野だけではなく，障害者等の「福祉

外傷は，患者の年齢や損傷部位ごとに担当医療の専

（＝障害等保健福祉）
」分野においても必要となる。

門分野が異なり，また，経過に伴って必要となる医療

（2）
「エビデンスに基づくケア提供体制」の構築

や機能回復訓練等の「ケア提供主体」が，多岐・多数

平成 25 年 4 月 1 日に施行された「障害者の日常生活

にわたるという特徴がある。そのため，中長期にわ

及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者

たって一元的に外傷の予後情報を日本で集積するに

総合支援法）
」では，
「制度の谷間」を埋めるべく，①

は，①「外傷の予後経過に関わる医療・福祉・介護・

「障害者の範囲に難病等が加えられ」
，さらに②「これ

保健を含む様々なケア提供主体が，協力・参加・情報

までの『障害程度区分』が，
『障害支援区分』に」改め

活用できるような体制の整備」とともに，②「情報の

られることとなった。

データベース・システムの構築」が必要となる。

「障害支援区分」は，障害の多様な特性その他の心

そこで著者らは，外傷の保健医療福祉に係る情報基

身の状態に応じて，必要とされる標準的な「支援の度

盤の充実を視野に，
「既存の外傷登録データベースと

合い」を総合的に示す尺度であり，
「支援ニーズ」であ

いう基盤システムに，長期予後に係る保健医療福祉

る。このことから障害者総合支援法では，障害福祉の

データを追加して，専門分野横断的な協働データベー

アプローチ方法を，従来の「個人モデル」から，
「社会

スに発展させる」という方向性を，期待できないかと

モデル」14）へと転換を図ろうとしていることが解る。

考えた。そして，外傷予後に関わる様々なケア提供連

つまり，
「障害」の捉え方が，これまでのように「その

携の「スタート地点」ともいえる，外傷の急性期医療

原因となった傷病の障害種類別ごとに分類する『個人

関係者に対して，
「頭部等外傷の長期コホート協働

モデル』
」ではなく，
「多様な障害ごとの特性その他の

データベース・プロジェクト（以下“DBP”
とする）
」

状態に応じて，必要とされる標準的な支援の度合いで

に関する意見調査を，質問紙により実施した。

捉え直す『社会モデル』
」に，転換されることになっ

その結果，29 名（医師 93.1％）の協力同意を得，急

た。そのため，これまで障害保健福祉分野では，相対

性期医療関係者にとっての外傷コホート協働 DBP の

的に蓄積の少なかった，予後等の予防医学的疫学エビ

意義は，①「急性期医療介入の長期的効果評価」及び

デンスについては，
「ステージ別のケアニーズ・支 援

②「医療介護福祉のアウトカム管理や介入効果評価に

ニーズ」という観点で，客観的・体系的に集積・活用

資するエビデンスの蓄積」と集約できた。本稿「Ⅳ.
〔1（
〕1）
」に示したように，地域包括ケアシステム構築

を推進することが，求められている。
今後，地域包括ケアシステムにおいて福祉介護分野

に関し，福祉介護分野では，地域の「分野横断的連携

では，地域単位で，①「現状・課題を把握するための

や多職種連携の仕組み，地域の現状・課題把握とシス

データ活用」や，②「医療・福祉・介護の間で連続し

テム評価の仕組みを機能させる」ことが課題であるこ
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とから，もし「外傷の長期コホート協働データベー

いた地域生活支援体系の整備等を図るための，集中的

ス」が構築できれば，それは外傷に関し，地域単位で

な議論がなされ 15），その実現や推進に向けた取り組

「医療と介護・福祉の連続したケア」を提供するため

みが，推進されている。

の「情報共有ツール」として，役に立つと思われた。

「障がい者」が尊厳を保持し，その有する能力や意

また意見調査では，脳神経外科領域から，協働

欲に応じて，何らかの社会活動に生涯，生き生きと力

DBP の実現を求める，具体性・緊迫性の高い意見の

を発揮できる社会を実現することは，障がい者が「主

回答があった。近年，社会の高齢化等に伴って，脳神

体的に生きる」ために重要である。その実現には，障

経外科領域の外傷の発生疫学上の課題が，
「若年者の

がい者が，自身の「できること（機能・能力）
」
・
「でき

交通外傷から，高齢者の非交通外傷（転倒・転落等）

ないこと」や，個性・人生観に基づいて，
「主体的に」

へ」と急速に変化している 41）。このことから脳神経外

意思決定し，社会参画を図る際の資本となる「健康づ

科領域における長期コホート協働 DBP の実現に向け

くり」を，家族や団体・地域社会等が支援できるよう

た検討を，外傷全般での検討に先立つモデルとして開

な体制整備を進める必要があるだろう。そのために

始することが，妥当かつ合理的な一案と思われた。

は，障がい者等の主体的な意思決定を支援するため

台湾では，国立障害者レジストリの登録データを用

の，
「健康づくりに関する，
『予後等の予防医学的疫学

いて，TBI や脊髄損傷（SCI）患者の機能や障害の予

エビデンス』の集積・活用」ができるような，情報環

後を，WHO が開発した国際生活機能分類（ICF）の概

境整備が必要である。そのような観点で，本稿「Ⅳ.

念枠に基づいた WHO Disability Assessment Schedule

〔3〕
」の「頭部等外傷の長期コホート協働データベー

2.0（WHODAS2.0）によって比較し，寄与要因を明ら

ス」には，頭部等外傷患者に対する介入効果評価を通

かにする研究が，既に報告されている 5）。日本におい

じた「医療福祉サービスの質の向上に資する情報共有

ても，TBI・SCI 等の頭部外傷患者の発生時疫学デー

ツール」としての役割だけでなく，
「障がい者の自主

タは，JNTDB 等の症例データベースにおいて既に全

的な健康づくりに資する予防医学的情報ツール」とし

国規模で把握されている。登録患者のうち生存者につ

ての役割が，その実現により期待できるのではないか

いて，WHODAS2.0

と考えられた。

46）
に基づく項目を判断し，その

データを，例えば「頭部等外傷の連携クリニカルパ
ス」を地域単位で構築する，等によって集積・分析す

Ⅴ─────────────── おわりに ─

るしくみを普及させることができれば，台湾のような
「頭部外傷の機能・障害データベースの構築と医療的

今後日本において，頭部等外傷予後データの集積・

福祉的介入効果評価」の実現が，日本でも期待できる

活用を推進する意義について，発生疫学・国内外の現

のではないか。

状・地域包括ケアシステム実施以降の保健医療政策・
障害保健福祉施策の推進という観点で整理し，政策的

〔 4 〕 障がい者制度改革の推進に向けた観点から

検討を加えた。

～障害者の主体的な健康づくり（Health

頭部等外傷の長期コホート協働 DBP は，地域で一

Promotion）施策の推進に向けて～

体的に医療・福祉の連続ケアを提供し，質の高い保健

2009（平成 21）年 12 月，内閣の「障がい者制度改革

医療福祉サービスを提供するための介入効果評価に資

推進本部」において，障害者の権利に関する条約の締

する，分野横断的情報ツールとしての役割が期待でき

結に必要な国内法の整備など，日本の障害者に係る制

ると思われた。

度の集中的な改革として，障害者福祉施策に関する法

地域包括ケアシステム実施以降を見据え，頭部等外

「障害の有無にか
整備が開始された 34）。これにより，

傷予後情報の集積・活用の推進は，切れ目や格差のな

かわらず，相互に個性の差異と多様性を尊重し，人格

い保健・医療・福祉・介護システムを構築し，高次

を認め合う共生社会の実現」を目指す障害者福祉施策

脳機能障害等の後天性障害者の，主体的な意思決定や

の推進に必要な，法的枠組みが整えられた。さらに，

健康づくり活動を支援するために必要な情報共有ツー

制度の谷間のない支援の提供や，個々のニーズに基づ

ルとして，意義が大きいと考えられた。
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血液疾患を合併した慢性硬膜下血腫の

臨床像
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Clinical characteristics of chronic subdural
hematoma in the patients associated
with hematological diseases
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Background and purposes: We retrospectively reviewed
clinical features of chronic subdural hematomas in the
patients with hematological diseases.
Methods: A total of 410 patients with chronic subdural
hematoma(s) admitted to St. Marianna University
Yokohama City Seibu Hospital between 2008 and 2015
were reviewed. Among these patients, 9 corresponding
cases were collected.
Results: The average age of the patients was 65.5 years.
In three out of 9 patients, preceding head injury was
found in the past history. Based on complete blood counts
on admission, blood transfusion was needed prior to
surgical treatment in order to correct bleeding tendency
mostly due to platelets deficiency. Because of cerebral herniation signs, emergency surgery was necessary in three
patients. All underwent common burr hole aspiration
surgery under local anesthesia. No surgical complication
including postoperative hemorrhages was encountered.
Neurological deficits were disappeared immediately after
the surgery. However, another surgical treatment was added
in 4 patients because of recurrent accumulation of subdural
bloody fluid. Although nearly a half of the patients showed
good prognosis, coexisting hematological disorders progressed to death within six months after the surgery in
four out of 9 patients.
Conclusion: Chronic subdural hematomas are generally
recognized as a benign disease having good outcome when
appropriate treatments were given. However, as the patients
concomitantly having hematological diseases, their prognosis might be pessimistic.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─
慢性硬膜下血腫は，一般には軽微な頭部打撲後に

ては予後不良になることもある 2,11）。今回，我々は，

緩徐に発症し手術により比較的容易に治癒が得られ

血液疾患に合併した慢性硬膜下血腫につき後方視的

る予後良好の疾患である。しかし，基礎疾患によっ

に検討したので，その臨床像をまとめて報告する。
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Table 1 Summary of patients with preceding trauma and recurrence who were treated chronic subdural hematoma
associated with hematological diseases

Case
No.

Age

Sex

Co-existing hematological
disease

Side of
CSDH

Preceding
trauma

Recurrence

1

65

M

CML

left

+

+

2

81

M

MDS

bilateral

+

−

3

78

F

MDS

bilateral

−

−

4

26

F

ALL

bilateral

−

+

5

74

F

MDS

right

−

+

6

62

F

MM

left

+

−

7

81

M

MDS

bilateral

−

−

8

66

M

MPN

left

−

+

9

57

F

ITP

right

−

−

ALL: Acute lymphoid leukemia, CML: Chronic myelogenous leukemia, CSDH: Chronic subdural hematoma, ITP: Idiopathic
thrombocytopenic purpura, MDS: Myelodysplastic syndrome, MM: Multiple myeloma, MPN: Myeloproliferative neoplasm

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

〔 1 〕頭部打撲歴，慢性硬膜下血腫の再発（Table 1）

2008 年 1 月より 2015 年 3 月までに当院で慢性硬膜

・6 例（ 67％）で，
頭部打撲歴の有・無は 3 例（ 33％）

下血腫の手術加療を行った 410 例（平均年齢 75.5 歳）

慢性硬膜下血腫の再発は 4 例（ 44％）でみられた。再

のうち，造血器腫瘍や凝固・線溶系・血小板異常を

発 4 例のうち，1 例は同様に穿頭血腫除去術を行い，

伴った血液疾患合併例 9 例（ 2.2％，平均年齢 65.5 歳）

他 3 例は穿頭血腫除去術と Ommaya CSF reservoir 留

を対象とした。そして，血液疾患 9 例の原疾患の内

置を施行した。以後，すべての再発 4 例に再発は認

訳は，骨髄異形成症候群 4 例，急性リンパ性白血病 1

めなかった。

例，慢性骨髄性白血病 1 例，多発性骨髄腫 1 例，骨髄

〔 2 〕術前の神経所見，発症から手術までの期間
（日）
・

増殖性疾患 1 例，特発性血小板減少性紫斑病 1 例であ

手術時期（Table 2）

り，全例で慢性硬膜下血腫発症前に診断されていた。
この 9 例に対して頭部打撲歴，慢性硬膜下血腫の再

5 例は意識清明から傾眠や軽度の麻痺等の神経所見

発（再発は画像上再貯留がみられ症候性につき手術

で，発症から手術までの期間は 1～15 日であり，入

を要した例とした）
，術前の神経所見，発症から手術

院後予定手術として 0～1 日に手術を行った。また，

までの期間・手術時期，術前の画像所見（血腫の厚

他 4 例は昏睡，そのうち 3 例で脳ヘルニアを呈し，発

さや血腫所見）
，血液検査所見と術前輸血の有無，血

症から手術までの期間は 1～2 日であり，4 例すべて

腫外膜の病理所見，合併症・予後について後方視的

に緊急手術を要した。

に検討した。なお，すべての症例で，穿頭血腫除去

〔 3 〕術前の画像所見（Table 2）
（Fig.1）

術を初回手術に行った。

血腫の厚さは平均 18.7（0.5～42）mm であった。片

Ⅲ─────────────── 結

側 性 5 例 ，両 側 性 4 例 で あ っ た 。血 腫 所 見 で は 6），

果 ─

layering type 2 例，mixed-density 2 例，low-density

血液疾患を合併した慢性硬膜下血腫の要約を Table

2 例，isodensity 3 例であった。

1～4 に示す。
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Table 2 Preoperative clinical information and radiographical finding of patients who were treated chronic subdural
hematoma associated with hematological diseases

Case
No.

Neurological findings
on admission

Disease duration
（day）

1

Rt-hemiparesis

5

2

Rt-hemiparesis

3

Operation
（Duration until
operation）

CT findings
Thickness of CSDH
（mm）

Density of
CSDH 6）

elected（0）

35

Iso

15

elected（1）

R：13，L：20

Low

lethargy, Lt-hemiparesis

4

elected（1）

R：13，L：12

Iso

4

lethargy, Rt-hemiparesis

1

elected（1）

R：0.5，L：22

Low

5

Lt-hemiparesis

1

elected（1）

15

Iso

6

coma, herniation

1

emergent

14

Layering

7

coma, herniation

2

emergent

R：28，L：15

Layering

8

coma, herniation

1

emergent

42

Mix

9

coma

1

emergent

13

Mix

Average 3.4

Average 18.7

CSDH : Chronic subdural hematoma

Fig.1 Pre-operative CT scan of all cases.

〔 4 〕血液検査所見と術前輸血の有無（Table 3）

採血所見より 6 例（予定手術：4 例，緊急手術：2 例）
で術前に輸血を行った。血小板輸血は 6 例で必要と

血液検査所見は，特性を示す白血球増加以外に，
全般に骨髄抑制を示唆する所見があり，全例で貧血

なったが，症例 6 では緊急手術で血液検査所見が悪い

がみられ，血小板数は 1 例を除き他 8 例は低下し，う

ために，赤血球輸血・新鮮凍結血漿剤も行った。

ち 6 例は著明に低下していた。また，PT・APTT で

〔 5 〕血腫外膜の病理所見（Table 4）

は 4 例に凝固異常がみられた。当科では穿頭血腫除去
術の場合は，基本的に血小板数 5 万以下，PT-INR 1.5

全例で血腫外膜を病理に提出し，血液疾患の所見

〜1.8 以上で輸血を行う方針としているので，術前の

が得られたのは 2 例であった。症例 6 では多発性骨髄
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Table 3 Hematological data of patients who were treated chronic subdural hematoma associated with hematological
diseases

Case
No.

Blood
transfusion

Details of blood
transfusion

（/µl）

（×104 ⁄ µl）

（g/dl）

（×104 ⁄ µl）

（sec）

PT-INR

1

−

−

3900

302

9 .6

24.3

33.2

0.97

2

+

PC

2100

143

6

1 .6

37.3

1.13

3

+

PC

35900

150

5 .3

0 .5

39.3

1.04

4

+

PC

1700

165

6 .4

2 .8

35.7

0.91

5

+

PC

2500

232

7 .4

1 .2

28.4

1

6

+

FFP, PC, RCC

2700

161

5 .2

1 .1

30.1

1.12

7

−

−

6400

219

7 .8

5 .6

23.6

0.83

8

−

−

74100

302

9

9 .7

47.7

1.18

9

+

PC

13900

286

9 .5

0 .3

21.8

0.85

WBC

RBC

Hb

PLT

Dark shading indicates abnormal value.
FFP : Fresh frozen plasma, PC: Platelet concentrates, RCC: Red cell concentrates

APTT

Table 4 Outcome of patients who were treated chronic subdural hematoma associated with hematological diseases

Case
No.

Pathological
findings

Surgical
complication

Neurological findings
after operation

Outcome

Follow up period
（M ）

1

−

−

no motor weakness

GR

7

2

−

−

no motor weakness

dead（DIC）

13

3

−

−

alert, no motor weakness

dead（leukemia）

1

4

−

−

alert, no motor weakness

dead（sepsis）

1

5

−

−

no motor weakness

dead（sepsis）

6

6

+

−

somnolence

dead（MM）

0

7

−

−

somnolence

GR

31

8

+

−

somnolence

GR

23

9

−

−

somnolence

GR

36

DIC: disseminated intravascular coagulation, MM: Multiple myeloma

腫の浸潤，症例 8 では骨髄系腫瘍の浸潤がみられた。

Ⅳ────────────── 代表的症例 ─

〔 6 〕合併症・予後（Table 4）

症 例：66 歳，男性（症例 8）
主 訴：意識障害

手術に伴う合併症はなく，短期的予後として，全

現病歴：受診前日より言葉の不自由が出現した。

例神経症状は改善した。長期的予後では，0～36 ヵ月
のフォローアップで 4 例は無症状で 5 例が死亡した。

受診当日朝より反応がないことを家人が発見し，他

死亡例のうち 4 例は術後半年以内に原疾患の悪化ま

院を受診となった。精査の結果，左慢性硬膜下血腫

の診断にて（Fig.2-A, B）
，同日当院に紹介となった。

たは合併症による死亡であった。
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された血腫被膜の出血を助長し再発を多くしている
だけではなく 4,8），発生因子としても関与している可
能性を示している 4,10）。
血液疾患は固形癌と違い全身に広がるので，TNM
分類のような予後を予測できる病期分類が少ない 9）。
今回経験した血液疾患の中では多発性骨髄腫のみで
あり 1），血液疾患を伴う慢性硬膜下血腫の治療では，
A

基礎疾患の現状を把握するにあたり該当科との連携

B

は必須である。そして，血液疾患を合併していても，

Fig.2 CT scan of case 6 revealed the left chronic subdural
hematoma (A) with cerebral herniation (B).

開頭を要する頭蓋内出血に比べれば手術侵襲が少な
いことにから慢性硬膜下血腫では手術適応となるも
のが多いと考えられる。当然ながら血液疾患の影響
で手術には輸血が必要となることが多く，本検討で

既往歴：4 年前より骨髄増殖性疾患にて他院内科に

も 6 例で輸血を行い，穿頭血腫除去術を全例で合併症

て加療中。頭部打撲歴は認めていない。

なく行うことができた。また，緊急手術を必要とし

来院時神経学的所見：意識レベル（Glasgow Coma

た症例は 4 例にあった。それらを詳細に検討してみる

Scale：GCS）E1V2M4，瞳孔不同（右＜左），明らか

と，発症からの症状の経過が早く，頭部 CT でも出血

な右片麻痺がみられ，脳ヘルニア所見を認めた。

傾向にある所見が疑われた 6,7）。混在する不規則な高

来院時血液所見：白血球 74100／µl，赤血球 302 ×

104／µl，ヘモグロビン

9 g/dl，血小板 9.7 ×

吸収域は血液疾患による血液凝固異常を考慮すれば

104／µl，

活動性の出血として対応すべきと考えられた。血液

APTT 47.7 sec，PT-INR 1.18

疾患の状況も参考にはなるが，多くの慢性硬膜下血

入院後経過：同日緊急で左穿頭血腫除去術を施行

腫では神経症状の発生に伴い救急受診することが多

した。血腫外膜の病理所見では，骨髄系腫瘍の浸潤

いため，常に該当科と連携がとれるとは限らないの

がみられた。入院翌日には GCS で E3V5M6 まで意識

で，前述のような症例では通常の慢性硬膜下血腫の

レベルは改善し，瞳孔不同も改善した。徐々に意識

対応とは違い，急変がありうることを念頭に術前準

清明となり，麻痺の改善も認め，血液疾患の治療の

備を進めるのが賢明である。予後に関し，固形癌の

ために入院第 4 病日に紹介先に転院となった。しか

場合血腫被膜や硬膜への転移が稀に発生し末期状態

し，転院後 5 日目に傾眠となり，翌日には意識障害

を意味するが 2），血液疾患では原病の種類や治療効

が悪化し，同日当院へ搬送となり左慢性硬膜下血腫

果により良好な予後が期待できる報告もある 3,5）。し

の再発の診断にて，同様に穿頭血腫除去術を行い

たがって，血腫被膜や硬膜への転移有無のみで予後

Ommaya CSF reservoir 留置を施行した。以後，再発

の判断は難しい。しかし，今回の検討では，短期的

を認めていない。

予後は良好でも，術後半年以内に血液疾患の進行や
その関連による影響で 4 例が死亡しており，通常の慢

Ⅴ─────────────── 考

性硬膜下血腫の場合とは明らかに異なる。

察 ─

慢性硬膜下血腫は，緩徐に発症し予後良好の疾患

慢性硬膜下血腫において，頭部外傷の既往が無い

である。しかし，基礎疾患が関与し発症した慢性硬

の は 約 20％，穿 頭 血 腫 除 去 術 の 術 後 の 再 発 は 8～

膜下血腫では，急激な症状や重篤な経過を呈するも

20％といわれている 4）。しかし，本検討では頭部外

のが報告されている 2,11）。血液疾患が合併する慢性硬

傷の既往が明らかでないことや慢性硬膜下血腫の再

膜下血腫もその一つではないかと思われる。基礎疾

発が多い結果となった。このことは，慢性硬膜下血

患がある慢性硬膜下血腫では，慢性硬膜下血腫が基

腫の発生因子や増大因子には多数の因子があげられ

本的に良性疾患であるいう先入観から対応が遅れな

ているが 4,8），血液疾患による血液凝固異常が，形成

いようにすることが重要である。
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Clinical investigation of perioperative seizure
in chronic subdural hematoma underwent
burr-hole surgery

慢性硬膜下血腫穿頭術症例の検討
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Objective: Chronic subdural hematoma is one of the
most common diseases in neurosurgical practices. The
treatment method is well established, but seizures develop
as a complication in 2.3% to 20.4% of patients. We examined patients with seizures to clarify the status of patients
at the onset of seizures and define risk factors for seizures.
Methods: From January 2000 through December 2014,
we examined 1,077 patients with chronic subdural
hematomas (1,257 hematomas) who underwent burrhole surgery in our department. To identify risk factors
for seizures, we retrospectively compared the clinical
characteristics of patients with seizures with those of
patients without seizures.
Results: Seizures developed as a complication in 35
patients (3.25%) with 36 hematomas (2.86%). Many
patients initially had partial seizures before operation.
After hematoma removal, the seizures were relatively well
controlled. Risk factors for seizures were past stroke,
anticoagulant drug, disturbance of consciousness, hemiparalysis, and hematoma organization.
Conclusion: It was thought that past stroke had much
symptomatic seizures. It was thought that cardiogenic
cerebral infarction was caused by anticoagulant administration. Disturbance of consciousness and hemiparalysis
were attributed to seizures. Because it was difficult to
diagnose organization of hematoma solely on the basis of
preoperative imaging studies, preoperatively predicting
the risk of seizures is considered challenging.
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検討し，けいれんの発症病態およびリスク因子を明ら

Ⅰ─────────────── はじめに ─

かにすることが可能か考察したので報告する。

慢性硬膜下血腫は脳神経外科領域では，日常診療に
おいてしばしば遭遇する疾患である。局所麻酔による

Ⅱ─────────────── 対

穿頭術が標準的な治療法であり，症状も改善し予後も

象 ─

良好である 10）。一方でけいれんの合併は 2.3〜 20.4％

2000 年 1 月から 2014 年 12 月までに当院脳神経外科

との報告もある 1,2,3,4,5,6,7,8）。当院で経験した慢性硬膜

に入院し手術加療を行った慢性硬膜下血腫は 1,085 患

下血腫穿頭術症例に関してけいれんを合併した症例を

者（ 1,267 血腫）であった。開頭術が 3 患者（ 4 血腫）
，
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リザーバー留置術が 5 患者（ 6 血腫）
，穿頭術が 1,077

Glasgow Coma Scale（GCS）で評価した。四肢麻痺

患者（ 1,257 血腫）であった。初回穿頭術は 968 患者

の 程 度 は Manual Muscle Testing（ MMT）で 評 価 し

（ 1,135 血 腫 ），再 発 に 対 す る 再 穿 頭 術 は 109 患 者

た。CT 所見に関しては，血腫量は，CT 画像上で

（ 122 血 腫 ）で あ っ た 。穿 頭 術 を 行 っ た 1,077 患 者

Synapse®（富士フィルム）を使用して各画像の血腫

（ 1,257 血腫）を対象とした。穿頭術は局所麻酔によ

面積を region-of-interest（ROI）を計測して求めて各

る穿頭洗浄ドレナージ術とした。ドレナージチュー

画像の面積の和で血腫の体積を求めた。血腫の吸収

ブを留置し術翌日に抜去を基本としたが術翌日の頭

値は，脳灰白質と比較して low，iso，high に分類し，

部 computed tomography（CT）で血腫が残存してい

さ ら に low と high の 混 在 す る 場 合 は mixed と し ，

れば主治医の判断でドレナージを継続した。

low と high で鏡面像を形成する場合には niveau とし
た。腎機能に関しては estimated glomerular filtration

Ⅲ─────────────── 方

rate（ eGFR）で 評 価 し た 。退 院 時 転 帰 に 関 し て は

法 ─

Glasgow Outcome Scale（ GOS） で 評 価 し Good

対象症例 1,077 患者（ 1,257 血腫）の中で慢性硬膜

recovery（ GR） と Moderately disability（ MD），

下血腫の診断あるいは，慢性硬膜下血腫による症状

Severely disability（ SD）と Vegetative state（ VS），

出現から術後 1 ヵ月までの期間でけいれんを発症し

Dead（D）に分けて比較した。慢性硬膜下血腫再発の

た 症 例 は 35 患 者（ 36 血 腫 ）3.25％（ 2.86％）で あ っ

定義は術後 3 ヵ月以内の再手術とした。

た。けいれんは臨床症状から診断し脳波は必須とし
なかった。けいれん合併例に関して年齢，性別，発

Ⅳ─────────────── 結

，血腫側，手術
症前の activity of daily living（ADL）

果 ─

けいれん合併症例の詳細を Table 1 および Table 2

側，主症状，来院時神経所見（意識レベル，四肢麻
痺の程度）
，術前血腫量，術前血腫吸収値，手術の回

に示す。けいれん合併例は 35 患者（ 36 血腫）3.25％

数（初回手術か再手術），器質化の有無，外傷の有

（ 2.86％）で あ っ た 。平 均 年 齢（ ± 標 準 偏 差 ）73.8

無，けいれん形態（全般発作か部分発作）
，けいれん

（± 10.9）歳であり，男女比は男：女＝1.69：1 であっ

発症の時期（術前，術中あるいは術後）
，けいれんの

た。血腫は右側が 17，左側が 8，両側が 10 であった。

治療方法，けいれんのコントロール状況，元々のて

手術は右側のみ 22，左側のみ 12，両側が 1 であった。

んかん既往の有無，術後の頭蓋内合併症の有無，退

来院時の主症状はけいれんが 13 患者，頭痛が 4 患者，

院時 ADL，慢性硬膜下血腫再発の有無に関して診療

意識障害が 7 患者，傾眠が 5 患者，構音障害が 2 患

録から後ろ向きに検討した。さらに，けいれん合併

者，不全片麻痺が 3 患者，なしが 1 患者であった。来

例 35 患者（ 36 血腫）とけいれん非合併例 1,042 患者

院時の意識レベルは GCS 8 以下が 11 患者，GCS 9 か

（ 1,221 血腫）に分けて，診療録から後ろ向きに比較

ら 13 が 10 患者，GCS 14, 15 が 14 患者であった。来

検討を行った。年齢，性別，生活歴（喫煙，飲酒）
，

院時の四肢麻痺は上下肢いずれかで MMT2 以下が 14

既往歴（高血圧症，糖尿病，肝障害，腎機能，悪性

患者，MMT3, 4 が 16 患者，麻痺なしが 5 患者であっ

腫瘍，虚血性心疾患，脳卒中，脳外科手術）
，抗凝固

た。血腫量は平均（ ± 標準偏差）77.8（± 40.8）ml であ

薬・抗血小板薬内服の有無，外傷の有無，手術の回

り，吸収値は mixed が 12 血腫，niveau が 7 血腫，iso

数（初回手術か再手術），来院時の神経所見（意識レ

が 7 血腫，low が 6 血腫，high が 4 血腫であった。初

ベル，四肢麻痺の程度）
，血腫側，手術側，器質化の

回穿頭術が 34 血腫で再穿頭術は 2 血腫であった。術

有無，術中洗浄液，術者の経験，CT 所見（血腫の吸

中所見で器質化した血腫が 3 血腫で 33 血腫は通常の

収値，血腫量），退院時転帰に関して χ2 検定および

慢性硬膜下血腫と特にかわりはなかった。外傷の既

t 検定によって統計学的な検討を行った。診療録に記

往が明らかな症例は 18 患者であった。けいれんは全

載がない場合や CT が施行されていない場合は該当項

般発作が 18 患者，部分発作は 6 患者，部分発作から

目に関しては除外した。ADL に関しては modified

全般化が 11 患者であった。けいれんの時期は，術前

Rankin Scale（ mRS）で 評 価 し た 。意 識 レ ベ ル は

のみ 17 患者，術中のみ 1 患者，術後のみ 6 患者，術
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F
M
M
M
M
F
M
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R
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R
R
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R
R
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L
R
R
R
L,R
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L,R
L
R
L,R
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L
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R
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R
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L
R
R
L
L
L
R
L
R
R
L
R
L
L
L
R
R
R
R
R
L
R
R
R
L
L
R
R
R
R

Operation
Side

Seizures
Seizures
Drowsiness
Headache
Seizures
Seizures
Dysarthria
Seizures
Headache
Disturbance of consciousness
Disturbance of consciousness
Hemiparalysis
Non
Hemiparalysis
Hemiparalysis
Drowsiness
Seizures
Drowsiness
Drowsiness
Disturbance of consciousness
Disturbance of consciousness
Disturbance of consciousness

Seizures

Headache
Disturbance of consciousness
Disturbance of consciousness
Drowsiness
Seizures
Headache
Seizures
Seizures
Seizures
Dysarthria
Seizures
Seizures

Chief Symptom

72
64

108
31
40

4 / 5 4/ 5
5/ 5 4 / 5
4/5 4/5
2/5 2/5
1/5 1/5
3/5 1/5
4/5 4/5
0/5 1/5
1/5 1/5
1/5 1/5
1/5 1/5

15（4,5,6）
14（3,5,6）
9（3,1,5）
13（3,4,6）
11（3,3,5）
14（4,4,6）
6（1,1,4）
4（1,2,1）

53
143

3 / 5 3/ 5
4/5 4/5
2/5 2/5

12（3,3,6）
14（4,4,6）
6（1,1,4）

79
88
121

2 / 5 2/ 5
1/ 5 3 / 5
4/ 5 4 / 5
4/5 4/5
4/ 5 4 / 5
4/5 4/5

6（1,1,4）
15（4,5,6）
12（4,3,5）
8（3,1,4）
13（3,4,6）
14（4,4,6）

73

30
44
59
70

5/5 5/ 5
5 / 5 5/ 5
5 / 5 5/ 5
3 / 5 3/ 5
2/5 2/5
4/5 4/5

15（4,5,6）
13（3,4,6）
15（4,5,6）
14（4,4,6）
5（1,1,3）
14（4,4,6）

107

69

121

104

4/5 4/5
4 /5 4/ 5

15（4,5,6）
13（3,4,6）

62

131

73

55

2/5 2/5
4/5 4/5

6（1,1,4）
13（3,4,6）

188

70

5/5 5/5

31

2/5 2/5

6（1,1,4）

89

45

10

Unknown

74

Unknown

14（4,4,6）

3（1,1,1）

130

1/5 1/ 5

3（1,1,1）
10（2,2,6）

81
63

5/5 4/5
2/5 2/5

Niveau
Iso
Niveau
Mixed
Iso
Niveau
Niveau
Mixed
High
Mixed
Mixed
Niveau
Low
Iso
Low
Mixed
Niveau
Mixed
Iso
Mixed
Mixed
Mixed
High
High
Low
High
Low
Iso
Iso
Low
Niveau
Mixed
Iso
Mixed
Mixed
Low

Density of
hematoma

CT
Volume of
hematoma

6（1,1,4）

GCS
15（4,5,6）

Paralysis
Upper MMT
Lower MMT

Initial

15（4,5,6）
5 /5 5/ 5
35
54
66
GCS : Glasgow Coma Scale, MMT : Manual Muscle Test, CT : Computed Tomography, M : Male, F : Female, R : Right, L : Left
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29

32
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26

86

16

25

85

69

13

15

83

12

14

97

69

11

89

71

7

77

69

6

9

57

5

10

89

69

3

56

2

4

67

1

Case Age Sex

Hematoma
Side
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Recurrence
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial
Recurrence
Initial
Initial
Initial
Initial
Initial

Initial ⁄ Recurrence

Table 1 Summary of seizures cases (background of patients, assessment of physical and CT)

−
−
−
−
−
−
−
−
+
−
+
−
−
−
−
+
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Hematoma
Organization

Trauma（fall）
Trauma（fall）
Trauma（fall）
Non-trauma
Non-trauma
Non-trauma
Non-trauma

Trauma（fall）
Trauma（fall）
Trauma（fall）
Trauma（fall）
Trauma（fall）
Non-trauma

Trauma（fall）
Trauma（fall）
Non-trauma

Trauma（fall）
Non-trauma
Non-trauma

Non-trauma
Non-trauma
Non-trauma

Trauma（fall）

Trauma（traffic accident）
Trauma（traffic accident）
Trauma（fall）
Trauma（fall）

Trauma（fall）
Trauma（fall）
Non-trauma
Non-trauma

Non-trauma
Non-trauma
Non-trauma
Non-trauma

Trauma ⁄ Non-trauma
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0

0

76

81

87

79

81 M

79 M

55 M

58 M

62 M

72

64 F
75 M
54 M

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34
35

2
0
0

3

0

0

2

2

0

0

3

R

L

L

R

R

R

L

R

R

R

L,R

R

L

L

R

R

R

L

R

R

R

R

Pre-operation

Pre, post-operation

Pre-operation

Post-operation

Partial

General

General

General

General

General

Post-operation

Pre-operation

Pre-operation

Pre-operation

Pre-operation

Pre, post-operation

Partial→General Pre, post-operation

Partial

General

General

General

Intravenous injection→Oral administration

Intravenous injection→Oral administration

Oral administration

Oral administration

Oral administration

Intravenous injection→Oral administration

Intravenous injection→Oral administration

Oral administration

Intravenous injection→Oral administration

Intravenous injection→Oral administration

Intravenous injection→Oral administration

R
R
Partial
Post-operation
Oral administration
R
R
Intravenous injection
Partial→General Post-operation
L,R
R
General
Post-operation
Intravenous injection→Oral administration
mRS : modified Rankin Scale, M : Male, F : Female, R : Right, L : Left, AMI : Acute Myocardial Infarction

F

F

F

F

F

2

75 M

22

M
M
F
M
M
M
F
M

83

85
69
86
70
66
73
86
86

13

F

M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M

Epilepsy

Post-operative
Complication

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Symptomatic epilepsy
Good
−
（Cerebral infarction）
Symptomatic epilepsy
Good
−
（ASDH, Contusion）
Symptomatic epilepsy
Poor
−
（ASDH, Contusion）
Symptomatic epilepsy
Good
−
（ASDH）
Symptomatic epilepsy
Good
−
（Cerebral infarction）
Symptomatic epilepsy
Poor
−
（Cerebral hemorrhage）
Symptomatic epilepsy
Good
−
（ASDH）
Good
Genuine epilepsy
−
Symptomatic epilepsy
Good
−
（Contusion）
Symptomatic epilepsy
Good
−
（ASDH, Contusion）
Symptomatic epilepsy
Good
−
（Cerebral infarction）
Good
−
Cerebral infarction
Poor
−
Subdural hematoma
Good
−
Subdural abscess

Seizures
Pre-critical Hematoma Operation
mRS
Side
Side
General ⁄ Partial
Onset
Treatment
Control
R
R
General
Post-operation
Good
Intravenous injection→Oral administration
0
L,R
R
General
Pre-operation
Non
Good
0
L
L
Partial
Pre-operation
Non
Good
0
R
R
General
Pre-operation
Oral administration
Good
2
L,R
R
General
Pre-operation
Non
Good
0
L,R
R
General
Pre-operation
Oral administration
Good
0
L
L
Non
Good
Partial→General Pre-operation
2
R
R
Good
Partial→General Pre, post-operation
Intravenous injection→Oral administration
0
R
R
Good
Partial→General Pre, post-operation
Intravenous injection→Oral administration
0
L,R
L
Good
Partial→General Pre, post-operation
Intravenous injection→Oral administration
0
L
L
Good
Partial→General Pre-operation
Intravenous injection→Oral administration
4
L,R
L
Poor
Partial→General Pre, post-operation
Intravenous injection→Oral administration
1
R
L,R
Partial
Pre,
post-operation
Oral
administration
Good
0
L
R
R
Partial→General Pre, post-operation Intravenous injection→Oral administration→Stop Good
4
R
R
General
Pre-operation
Non
Good
3
L
L
General
Intra-operation
Non
Good
0
R
R
General
Pre-operation Intravenous injection→Oral administration→Stop Good
0
L
L
General
Pre-operation
Good
Intravenous injection→Oral administration
1
L,R
L
Partial→General Pre-operation Intravenous injection→Oral administration→Stop Good
0
L,R
L
Partial
Pre, post-operation
Oral administration
Good
2
R
R
Good
Partial→General Pre, post-operation
Intravenous injection→Oral administration
4

14
15
16
17
18
19
20
21

67
56
89
69
57
69
71
72
89
77
97
69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Case Age Sex

Table 2 Summary of seizures cases (assessment of seizures)

0

3
6（Sepsis）
0

4

0

0

−
−
−

−

−

−

−

−

6（Sepsis）
0

−

−

−

−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2

4

4

3

2

6（AMI）
0
0
4
2
3
4

4

1

6（Sepsis）

0
0
0
2
0
0
4
0
2
2
4

Discharge Hematoma
mRS recurrence

Table 3 Clinical findings and computed tomography findings of the seizures and non-seizures groups
Factor
Age
Sex
Smoking

Alcohol

HT
DM
LD
eGFR
MT
IHD
Stroke
NS
Anticoagulant drug
Antiplatelet drug
Trauma
Initial or recurrence
GCS

Upper MMT

Mean±SD years
Male
Female
+
−
unknown
> 1 go
About 1 go
< 1 go
unknown
+
−
+
−
+
−
< 60
≧60

+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
Initial
recarrence
14–15
9–13
3− 8
5
3,4
0,1,2

loss

Lower MMT

Side of the hematoma

Operation side
HO
IS

Operator

CT density

Pre-operative hematoma volume
Discharge GOS

5
3,4
0,1,2

loss
Right
Left
Bilateral
Right
Left
Bilateral
+
−
Lactated ringer
Saline
Artificial CSF
Resident
Senior resident
Neurosurgeon
Low density
Isodensity
High density
Mixed density
Niveau
Unknown
Mean±SD ml
Unknown
GR, MD
SD, VS
D

Seizures
Patient=35
Hematoma=36
73.8±10.9
22
13
10
25
0
6
3
23
0
19
16
7
28
7
28
10
25
7
28
7
35
11
24
6
29
7
28
9
26
18
17
34
2
14
10
11
7
15
14
0
5
17
14
0
17
8
10
22
12
1
3
33
9
9
18
4
13
19
6
7
4
12
7
0
77.8±40.8
2
22
9
4

Non-seizures
Patient=1,042
Hematoma=1,221
76.3±11.3
636
406
256
784
2
145
143
752
2
530
512
166
876
155
887
345
697
162
880
116
926
174
868
185
857
87
955
179
863
615
427
1101
120
863
148
31
531
592
96
2
484
641
93
3
278
389
375
363
498
181
7
1214
220
403
598
256
456
509
146
448
134
295
195
3
89.4±40.9
87
970
62
10

Odds ratio

95％CI

p value

−

−

0.210（t）

1.08

0.538–2.169

0.828（χ2）

1.225

0.580–2.585

0.594（χ2）

−

−

−

−

−

0.627（χ2）

−

−

−

1.147

0.583–2.255

0.690（χ2）

1.319

0.567–3.070

0.519（χ2）

1.431

0.614–3.333

0.404（χ2）

0.808

0.384–1.702

0.574（χ2）

1.358

0.583–3.161

0.476（χ2）

2.000

0.853–4.671

0.105（χ2）

2.286

1.200–4.754

*0.023（χ2）

0.958

0.392–2.342

0.926（χ2）

2.744

1.165–6.465

*0.016（χ2）

1.669

0.769–3.622

0.191（χ2）

0.735

0.375–1.443

0.369（χ2）

1.853

0.440–7.809

0.393（χ2）

−

−

**1.11×10-18（χ2）

−

−

**3.65×10-10（χ2）

−

−

−

−

−

**9.22×10-11（χ2）

−

−

−

−

−

*0.015（χ2）

−

−

**0.0015（χ2）

15.77

3.903–63.682

7 χ2）
**2.40×10-（

−

−

0.443（χ2）

−

−

0.262（χ2）

−

−

0.290（χ2）

−
−
−

−
−
−

0.103（t）

−

−

**5.17×10-12（χ2）

−

*p<0.05, **p<0.01, SD: Standard Deviation, HT: Hypertension, DM : Diabetes mellitus, LD: Liver disorder, eGFR: estimated Glomerular Filtration
Rate, MT : Malignant tumor, IHD: Ischemic heart disease, NS: Neurosurgery, GCS: Glasgow Coma Scale, MMT: Manual Muscle Test, HO :
Hematoma Organization, IS: Irrigation solution, CT: Computed Tomography, GOS: Glasgow Outcome Scale, GR: Good recovery, MD: Moderately
disability, SD: Severely disability, VS: Vegetative state, D: Dead, t : t-test, χ2 : χ2-test
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前術後 11 患者であった。治療としては抗けいれん薬

んのコントロールは良好となっている症例が多く血

の点滴静注および内服が 19 患者，抗けいれん薬の内

腫の存在によってけいれんを発症したと考えられる。

服のみ 9 患者，無治療が 6 患者であった。けいれんの

けいれんの機序として血腫血腫形成により，脳実質

コントロールは内服で 22 患者がコントロール良好で

の局所的な血流低下，血腫皮膜形成によるグリオー

さらに内服なしで 9 患者がコントロール良好であっ

シスなどが関与すると考えられている 3,6）。けいれん

た。4 患者はコントロール不良であり重責状態となっ

合併症例に器質化している症例が多いことも血腫が

た。元々てんかんの既往があった症例が 11 患者で，

けいれんに影響していると考えられる。血腫の器質

症候性てんかん 10 患者（外傷 6 患者，脳梗塞 3 患者，

化には長期的な期間が必要との報告がある 9）。血腫

脳出血 1 患者）
，真性てんかん 1 患者であった。術後

による長期的な圧迫で脳実質の血流低下をきたす可

の合併症からのけいれんが 3 患者（脳梗塞 1 患者，急

能性がある。また，血腫の器質化には微小循環障害

性硬膜下血腫 1 患者，脳出血 1 患者）
であった。発症

が関与しているとの報告がある 9）。循環障害による

前の ADL は自立（ mRS 2 以下）が 29 患者であった。

血流低下もけいれんに関与している可能性がある。1

退院時 ADL は，自立（ mRS 2 以下）が 20 患者であり，

患者は術中にけいれんを発症しており，術中のドレ

ADL 低下は 15 患者であった。死亡は 4 患者で死因は

ナージチューブの操作が影響した可能性も考えられ

急性心筋梗塞 1 患者と敗血症 3 患者であった。けいれ

る。けいれんの様式としては部分発作が 3 患者であ

ん合併例に再発はみられなかった。

り，部分発作から全般化が 9 患者，全般発作は 9 患者

けいれん合併例とけいれん非合併例の比較を Table

であった。全般発作も発症時の目撃がない症例もあ

3 に示す。脳卒中の既往，抗凝固薬の内服，来院時の

り部分発作が全般化した可能性も考えられる。部分

，来院時の四肢麻痺の程度，血腫
意識レベル（GCS）

発作からはじまっている症例が多く血腫の存在によ

側，手術側，血腫の器質化，退院時転帰で統計学的

るけいれんと考えて矛盾しない。②に関しては，外

に有意差がみられた。

傷や脳卒中による既知の症候性てんかんがあり，慢
性硬膜下血腫の皮膜形成課程で症候性てんかんに影

Ⅴ─────────────── 考

響を与えた可能性が考えられる。①の中には実際に

察 ─

これまで症候性てんかんを確認されていないが，脳

慢性硬膜下血腫に合併するけいれんは 3 つのタイプ

卒中の既往が 4 患者，脳外科手術の既往が 4 患者であ

が考えられた。① 慢性硬膜下血腫そのものによるけ

り，血腫形成によって症候性てんかんを誘発した可

いれん，② 元々のてんかんの既往，③ 慢性硬膜下血

能性も否定できない。③に関しては，術前にけいれ

腫の術後合併症によるけいれんである。今回の検討

んはなく，てんかんの既往もなかった。術後に合併

では，①は 21 患者（ 22 血腫）1.95％（ 1.75％）であり，

症とともにけいれんを発症しているため，術後の合

②は 11 患者（ 11 血腫）1.02％（ 0.88％）であり，③は 3

併症によるけいれんと考えた。

患者（ 3 血腫）0.28％（ 0.24％）
であった。①，②，③

けいれんのリスク因子の検討として，けいれん合

を 合 わ せ る と 35 患 者（ 36 血 腫 ）3.25％（ 2.86％）で

併例とけいれん非合併例の比較で有意差がみられた

あった。これまでの報告 2.3～ 20.4％と比較して少な

のは，脳卒中の既往，抗凝固薬の内服，来院時の意

い傾向であった 1,2,3,4,5,6,7,8）。今回の研究では観察期間

識レベル（GCS）
，来院時の四肢麻痺，血腫側，手術

を慢性硬膜下血腫の診断あるいは症状出現から術後

側および血腫の器質化であった。脳卒中の既往が多

1 ヵ月間とした。けいれんの頻度の違いは，①，②，

いことは，脳卒中後の症候性てんかんに対して慢性

③どこまで含めるかによって，あるいは観察期間を

硬膜下血腫が影響を与えたためと考えられる。抗凝

いつまでにするかによって左右されると考えられ

固薬の内服が多いことは，心原性脳梗塞の既往のた

る 5,6,7）。

めに内服していることに起因すると考えられる。脳

けいれん発症の機序としては，①に関しては 19 患

実質に損傷が加わる可能性がある外傷の既往や脳外

者で術前からけいれんを発症しており，術後からは 1

科手術歴では有意差はみられなかった。したがって

患者だけであった。血腫を除去すれは比較的けいれ

脳実質の損傷からではなく，慢性硬膜下血腫の存在
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によってけいれんを発症した，あるいは症候性てん

腫の器質化は長期間の血腫の存在を示しているが，

かんに影響したと考えられる。血腫量や血腫の吸収

右側の血腫が長期間の血腫の存在の指標になるかは

値では有意差はみられなかったため，けいれんの原

今後の検討が必要である。これまでの報告では予防

因は血腫による単純な圧迫だけではないと考えられ

的な抗けいれん薬の投与は有効であるとの報告と無

る。来院時の主症状としてのけいれんが 13 患者で

効であるとの報告がある 5,7,8）。今回の検討から，け

あった。意識障害 7 患者，傾眠 5 患者は直接けいれん

いれんの頻度としては比較的稀であり，発症しても

の目撃はないが来院前にけいれんを発症していた可

血腫を除去，あるいは一時的な抗けいれん薬の内服

能性があり，25 症例はけいれんの可能性が考えられ

でコントロールは良好となる。したがって，予防的

る。したがって，意識レベルの低下や四肢麻痺は，

な抗けいれん薬の投与は必要ないと考えられる。③

けいれんによる意識レベルの低下やけいれん後の

の術後の合併症によるけいれんに関しては予防が可

todd の麻痺によるものが多いと考えられる。よって，

能である。慢性硬膜下血腫穿頭術は確立した手術手

来院時の神経所見が直接けいれんの危険因子となる

技であるが，慎重な術中操作で術中・術後の合併症

とは考えにくい。来院時の意識障害や四肢麻痺は，

予防に努める必要がある。けいれん合併例はけいれ

むしろけいれんの結果と考えられる。血腫側・手術

ん非合併症例と比較して退院時転帰の良好（GR，

側に関しては，これまでの報告でけいれんは左側の

MD）が少なく，不良（SD，VS）および死亡（D）が

血腫で多い，術前のけいれんは左側の血腫，術後の

多かった。けいれんを合併した場合にはコントロー

けいれんは右側の血腫で多い，片側と両側で差がな

ルすることが重要であり，重責状態となると死亡へ

い，両側血腫で多いなどの報告がある 1,2,3,6）。今回の

の転帰へと至ることがある。また，けいれんのコン

検討ではけいれん合併は右側の血腫で多くみられた。

トロールは比較的良好であるが ADL の低下をきたす

血腫形成により，脳実質の局所的な血流低下，血腫

可能性があり注意が必要である。

皮膜形成によるグリオーシスなどが関与するならば，
血腫と脳実質が接触している面が広い方が，また長

Ⅵ─────────────── おわりに ─

期間接触している方がけいれんを誘発する可能性が
考えられる。優位半球である左側の血腫は，血腫量

けいれんを合併した慢性硬膜下血腫穿頭術症例を

が少ない早期に患者が受診している可能性があり，

検討した。慢性硬膜下血腫穿頭術に合併するけいれ

右側の血腫の方が長期間経過している症例が多い可

んには 3 つのタイプがある。① 慢性硬膜下血腫その

能性が考えられた。既に述べた通り血腫の器質化は

ものによるけいれん，② 元々の症候性てんかんによ

けいれんのリスクになると考えられる。これまでの

るもの，③ 術後の合併症によるものである。頻度と

器質化慢性硬膜下血腫の報告でも主症状としてけい

しては比較的稀である。けいれん合併例は，血腫の

れんが報告されている 9）。

存在がけいれんの原因あるいはけいれんに影響を与

今回の検討からけいれんのリスク因子としては，

えており，けいれんを主症状に来院することが多く

脳卒中の既往と血腫の器質化が考えられる。脳卒中

発症前に予測することは困難である。血腫除去で比

の既往がある場合には，慢性硬膜下血腫形成によっ

較的けいれんのコントロールは良好であり，予防的

て症候性てんかんが影響を受ける可能性があり注意

に抗けいれん薬を投与することも必要ないと考えら

が必要である。慢性硬膜下血腫そのものによるけい

れる。意識障害や麻痺の程度の強い慢性硬膜下血腫

れんは，血腫の器質化以外にリスク因子がなく，慢

はけいれんの合併を念頭に置く必要があり，けいれ

性硬膜下血腫の器質化を診断するのは術前の画像診

んのコントロールが重要である。

断だけでは困難であり，手術所見から診断すると考

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。

えられる 9）。したがって術前からけいれんを予測す
ることは困難と考えられる。また，来院時に意識障
害や麻痺の程度が強い症例はけいれんを発症してい
る可能性を念頭に置く必要があると考えられる。血
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Clinical significance of a newly developed
dual-task (Oiso dual-task B) for assessing
inattention : analysis in patients
with traumatic brain injury

Background: Some patients with TBI (traumatic brain
injury) might go on to manifest attentional deficit in the
workplace although they performed well in standard neuropsychological tests. We, therefore, developed an original
paper-and-pencil type dual-task (Oiso DT-A) for assessing
inattention. We showed that the Oiso DT-A might be
valuable and sensitive for detecting inattention including
mild deficit. The task, however, was not applicable for
patients with the dominant-hand dysmobility because it
included written calculation. The purpose of this study was
to investigate the validity of newly developed DT (Oiso
DT-B) which could be completed with the non-dominant
hand.
Methods: A total of 134 healthy individuals and 36 TBI
patients were the subjects. The Oiso DT-B combined visually and audibly presented selective cancellation-tasks. A
subject was required to identify and respond to both target
stimuli of number 7 (visual sub-task) and words with
three letters (auditory sub-task) for three minutes. The
performance was scored based on the correct rate (both
sub-tasks), success rate (both sub-tasks), and the number
of correct answers in the visual sub-task. Performances
of Clinical Assessment for Attention (CAT) developed by
The Japan Society for Higher Brain Dysfunction and Kana
pick-up test were also measured for TBI patients.
Results: All patients could complete Oiso DT-B without
a difficulty. Based on a simple and unique definition of
cut-off values, abnormal performance in TBI patients was
detected more frequently in the Oiso DT-B than in any subtask of CAT and Kana pick-up test although the specificity
values were comparable.
Conclusion: The Oiso DT-B as well as DT-A also might
be valuable and sensitive for detecting inattention including
mild deficit.

103

神経外傷 Vol.39 2016

同じく 60 歳未満の脳外傷患者 36 名（男性 29 名，女

Ⅰ─────────────── はじめに ─

性 7 名，年齢 18～59 歳，平均 36.5 歳）を脳外傷群（ 4

高次脳機能障害によって脳外傷患者の社会参加は大

年代群の人数は先と同様に 13, 8, 9, 6 名）とした。脳

きく阻害される。注意障害は高頻度に出現する高次脳

外傷患者は，粗大麻痺なく，歩行，ADL は自立して

機能障害の一つであり 14），その診断は社会生活上の

いたが，自覚症状あるいは他者（担当の医療関係者，

諸問題と机上検査成績から総合的に判断される。標準

家族，職場の上司，学校の先生など）からの情報に

的検査としては日本高次脳機能障害学会が作成した標

より注意障害が示唆された症例（リハビリテーショ

準注意検査法（Clinical Assessment for Attention，以

ン実施中の入院患者または退院後経過観察中の外来

下 CAT（
）2006 年）が普及している 9）。しかし，軽症例

患者）である。脳外傷は受傷歴，画像所見より確定

では CAT で異常を検出できないことがある 20）。通常，

し ，受 傷 か ら の 期 間 は １～210（平 均 16.8，中 央 値

入院生活や家庭生活上に何ら障害はみられず，
「同時

5.1）ヵ月となった。なお，検査実施に先立ち本課題

に 2 つ以上のことができない」
「業務効率が低下した」

の意図を説明の上，同意を得た。

等，復職，復学後に注意障害の諸問題が具現化する。
軽微な注意障害の診断には，異なる二つの課題

〔 2 〕方法
（1）実施課題

を同時に行う二重課題が有用との報告が散見され
る 1,2,7,10,11）。しかし（群間比較のみで）カットオフ値が

健常群には二重課題 A，B および CAT 下位課題の

未設定，実施や分析に特殊な装置が必要などの制約が

う ち 2 秒 間 隔 提 示 の Paced Auditory Serial Addition

多く，広く臨床検査として普及した二重課題はない。

Task（以下，PASAT-2 ）のみを実施した。PASAT-2

そこで，著者らは Sohlberg らの Attention Process

は CAT に収録の健常者データから正答率の Z 値を算

Training

出した。脳外傷群には二重課題 A，B に加え，CAT，

II（APT-II）15）を参考に広く日常臨床で活用

できる二重課題（大磯二重課題 A，以下，二重課題

WAIS-Ⅲ，仮名ひろいテスト 8）を実施した。CAT 下

A）を考案した 20,21,22）。その際，いずれの施設でも簡

位課題の成績には同様に Z 値を求めた。

便に実施できるよう paper-and-pencil タイプの課題

二重課題 A は 3 分間に音声提示された１～19 の 90

内容に配慮した。この二重課題はいたって単純な下

数字のうち，8 にのみ「ハイ」と口頭で答える聴覚サ

位課題二つを同時に実施するものであるが，CAT 下

ブタスクと 4 桁の筆算（視覚サブタスク）を同時に行

位検査の感度を凌駕し，軽微な注意障害をも検出す

うものである。その判定方法についてはすでに報告

ることができた 20,22）。しかし，二重課題 A は筆算を

した 21,22）。

含むため，利き手の運動障害があると適用困難で

二重課題 B も聴覚提示サブタスクと視覚提示サブ

あった。

タスクを同時に実施するものである。前者では録音

今回，非利き手でも実施可能な新たな二重課題

された単語（「ろうそく」
「とけい」
「しんぶんし」な

（大磯二重課題 B，以下，二重課題 B）を考案した。

（正答
ど計 90 語）を聞きながら 3 文字単語に「ハイ」

健常者，脳外傷患者の成績からカットオフ値を定義

数 20）と応答する。視覚サブタスクは A3 紙面に書か

したうえで，その臨床有用性を検討した。

れた数字列を見て標的「7」のみを線で抹消する選択
抹消課題である。聴覚サブタスクは 2 秒ごとに 1 単語
が提示され，合計 3 分を要する。視覚サブタスクで

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

はこの 3 分間になるべく多くの「7」抹消が求められ

〔 1 〕対象

る。

60 歳未満の健常ボランティア 134 名（男性 63 名，

評価パラメーターは聴覚サブタスクの正答率（以

女性 71 名，年齢 18～59 歳，平均 35.1 歳）を健常群と

下，聴─正答率）
（正答数／20（
）％）
，的中率（以下，聴─

した。各年代群（30 歳未満，30～39 歳，40～49 歳，

的中率）
（正答数／反応総数）
（％）
，視覚サブタスクの正

50～59 歳）の人数はそれぞれ 55, 32, 25, 20 名，教育

答数（以下，視─正答数）
，正答率（以下，視─正答率）

年数は 12～24（平均 15.8）年であった。

（正答数／正答数＋見落とし数）
（％）
，的中率（以下，
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Table 1 Comparison of age and dual-task performance between normal and TBI groups

Normal group

TBI group

p（Mann-Whitney test）

Age

35.1（11.3）

36.5（12.9）

0.652

A-correct rate（％）

94.8（6.6）

73.4（26.3）

<0.001*

A-success rate（％）

98.3（4.4）

91.5（21.7）

0.124

V-n. of correct answers

182（43.4）

128.9（45.3）

<0.001*

V-correct rate（％）

98.8（1.2）

98.2（2.3）

0.699

V-success rate（％）

100（0.4）

99.9（0.38）

0.033*

*, p<0.05.

A-correct rate, correct rate in the auditory sub-task ; A-success rate, success rate in the auditory sub-task ; V-n. of correct
answers, number of correct answers in the visual sub-task ; V-correct rate, correct rate in the visual sub-task ; V-success
rate, success rate in the visual sub-task.

視─的中率）
（正答数／総反応数）
（％）
の 5 つである。

0.29（0.93），0.21（1.3），0.22（1）と な り ，4 年 代 群

（2）分析

で 有 意 差 を 認 め な か っ た（ Kruskal-Wallis テ ス ト ，

健常群の PASAT-2，二重課題 B の成績における加

p=0.1）。Z 値は 0.07～0.29 の範囲にあり CAT に収録
の健常者の平均値（Z=0）にほぼ一致していた。

齢変化，教育年数の影響を吟味した上で，健常群，
脳外傷群間で各パラメーターの成績を比較した。上
記の結果を参考に，特異度，感度を求め，最も適し

〔 3 〕健常者のパラメーターと年齢との影響

たカットオフ値と正常，異常の判定基準を定義した。

二重課題 B の 5 つのパラメーターにおいて先の 4 年

さらに二重課題 B の診断感度を二重課題 A，CAT，

代群で年齢の影響を検討（Kruskal Wallis 検定）した

仮名ひろいテストのそれと比較した。また，脳外傷

が，視 ─的中率（p=0.016）以外はいずれも明らかな

群を二重課題 B「正常」
，
「異常」の 2 群に分け，他検

有意差はみられなかった。視─的中率もその実データ

査の成績を比較した。

をみると 50 歳代の 2 人のみ 100％未満で，残り 132 名

統計処理に関して，得られたデータセットの正規

は全例 100％を呈していた。そこで視─的中率を含め

性を検証し，それが確定できない場合はノンパラメ

たすべてのパラメーターにおいてその測定値を年齢

トリック手法を用いた。

に関係なく 1 群として扱った。

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

〔 4 〕健常者のパラメーターと教育年数との相関
二重課題 B の成績は 5 つのパラメーターとも教育

〔 1 〕正規性の検討

年数の影響を認めなかった（Spearman 順位相関にて

教育年数，二重課題 B の各パラメーターの測定値

聴─正答率，聴─的中率，視─正答数，視─正答率，視

を分析（Shapiro-Wilk 検定）したが健常群，脳外傷群

─的中率の順に r=−0.84, 0.24, 0.12, 0.12, 0.079，それ

の視─正答数（ともに p=0.92）以外は全て正規性を認

。
ぞれ p=0.33, 0.79, 0.15, 0.12, 0.36）

めなかった（p<0.001）。そこで今後の統計処理には
ノ ン パ ラ メ ト リ ッ ク 手 法（ Kruskal-Wallis テ ス ト ，

〔 5 〕各パラメーターの群間比較（Table 1）
聴 ─正答率，視 ─正答数，視 ─的中率は健常群，脳

Spearman 順位相関，Mann-Whitney テスト）を用い

外傷群間で有意差を認めたが，年齢を含め残り 2 パ

ることとした。

ラメーターでの成績差はみられなかった。

〔 2 〕健常群における PASAT-2 の成績
各年代群（ 30 歳未満，30～39 歳，40～49 歳，50～

〔 6 〕カットオフ値の定義（Table 2）

59 歳 ）の Z 値 の 平 均（標 準 偏 差 ）値 は 0.07（ 0.76），

まず健常群と脳外傷群で有意差を認めた 3 パラ
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Table 2 Specificity and sensitivity of the dual-task B based on each combination of the cut-off values

Parameters
Specificity

Average

V-success rate
（％）

V-n. of correct
answers

（％）

Sensitivity

A-correct rate
90

100

132

80.6

66.7

76.8

131

82.1

66.7

77.6

143

80.6

83.3

82

142

82.1

83.3

82.7

141

82.1

80.6

81.4

143

81.3

83.3

82.3

142

83.6

83.3

83.5

141

83.6

80.6

82.1

144

80.6

80.6

80.6

143

82.1

80.6

81.4

142

84.3

80.6

82.5

141

84.3

77.8

81.1

（％）

85

80

75

100

100

100

（％）

（％）

Each value in the parameters is defined as “normal”.
A-correct rate, correct rate in the auditory sub-task ; V-success rate, success rate in the visual sub-task ; V-n. of correct
answers, number of correct answers in the visual sub-task.

メーターに着目した。CAT に収録されている 20～50

正答数をどのように選んでも感度は 70％に満たな

歳代までの各検査の特異度の総平均は 82.1％であっ

かった。特異度，感度の平均がもっとも高かったの

た。そこで特異度 80％以上となる値を最初のカット

は，「聴─正答率 80％，視─的中率 100％，視─正答数

オフ値とした。最終的に感度，特異度とも 80％以上

142 以上を正常とする」ものであった。

の値を有し，両者の平均が最も高くなる組合せを模

④ 「聴─正答率」
＋
「視─的中率」
＋
「視─正答数」
＋

索した。

「視─正答率」

① 「聴─正答率」

健常群，脳外傷群での統計的有意差はなかったが，

95％以上を正常とすると，特異度が 80％を下回り，

視 ─正答率を加えることで特異度＋感度の平均値が

逆に 70％以下では感度が低く（35％以下）なりすぎる

アップするか検討した。③で得られた基準に加え視─

ので，カットオフ値として 90, 85, 80, 75％の 4 つを設

正答率 95％以上を正常と定義すると，感度 86.1％，

定 し た 。こ の 時 点 で の 特 異 度 ─感 度 は そ れ ぞ れ ，

特異度 82.1%，平均 84.1％に診断精度が向上した

90.3─61.1％， 95.5─50％， 97─41.7％， 98.5─38.8％

さらに聴─的中率を加えてみたが，特異度が却って

と，まだ満足できる感度は得られなかった。

低下し，感度は変わらなかった。以上より，二重課

「視─的中率」
② 「聴─正答率」＋

題 B の最終判定基準を「聴 ─正答率 80％以上，視 ─的

前述の通り，健常者の視 ─的中率は 134 名中 132 名

中率 100％，視 ─正答数 142 以上，視 ─正答率 95％以

が 100％だったので，100％を正常と定義した。いず

上を正常とし，それ以外を異常と判定する」と定義

れの組み合わせでも特異度は 80％以上が維持できて

した。

いた。

〔 7 〕 CAT 下位課題，仮名ひろいテストの特異度，

「視─的中率」
＋「視─正答数」
③ 「聴─正答率」＋

感度との比較

さらに視 ─正答数を加え，特異度が 80％以下にな
らず，感度が高くなるカットオフ値を選定した。聴─

CAT 下位課題は多くの患者が実施可能であった

正答率 90％以上，視 ─的中率 100％の組合せでは視 ─

が，6 名では高難度の PASAT を完遂できず途中で実
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Fig.1 Specificity of CAT sub-tasks, Kana pick-up test, and Dual-task B.

CAT, Clinical Assessment for Attention ; ADT, Auditory Detection Test ; SDMT, Symbol Digit Modalities Test ; PASAT-2, 2sinterval version of Paced Auditory Serial Addition Task ; PASAT-1, 1s-interval version of PASAT.

Fig.2 Sensitivity of CAT sub-tasks, Kana pick-up test, Dual-task A, and B.

CAT, Clinical Assessment for Attention; ADT, Auditory Detection Test ; SDMT, Symbol Digit Modalities Test ; PASAT-2, 2sinterval version of Paced Auditory Serial Addition Task ; PASAT-1, 1s-interval version of PASAT.

Fig.2 には各課題の感度を示す。CAT 下位検査は

施を断念した。しかし，二重課題 A，B は全例が最

33.3～71％，仮名ひろいテストは 60％であったが，

後まで実行できた。

二重課題 B の感度 86.1％はそれらを凌駕していた。

マニュアルに収録されている CAT 下位課題，仮名
ひろいテスト（20～50 歳代の平均）および二重課題 B

なお，二重課題 A の感度も 86.1％と，二重課題 B

の特異度を Fig.1 に示した。CAT 下位課題の総合平均

と同じであった。2 つの二重課題の判定は 30 名（ 2 名

は前述の通り 82.1％となり，二重課題 B の特異度と

がともに正常，28 名がともに異常）
（83.3％）が一致

同値であった。

した。
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Table 3 Comparison of age, time from injury, and task performances between two TBI sub-groups

TBI sub-groups
p（Mann-Whitney test）

“normal” DT-B

“abnormal” DT-B

performance

performance

Age

31.2（8.6）

37.4（13.4）

0.41

Time from injury（months）

15（21.1）

17.1（39.4）

0.86

VIQ

102.3（17.8）

86.9（17.8）

0.97

PIQ

96.8（23.5）

82.3（18.7）

0.18

IQ

99.8（21.7）

84.6（17.8）

0.13

VC

98.5（11.7）

84.3（18.3）

0.13

PO

99.3（20.6）

88.3（16.9）

0.26

WM

105.3（15.7）

87.9（21.2）

0.082

PS

99.8（19.9）

73.2（19）

0.026*

−0.53（1.65）

−0.18（1.23）

0.927

0.55（3.14）

0.2（2.26）

0.945

Tapping span（forward）

−0.38（0.94）

−0.56（0.88）

0.596

Tapping span（backward）

−0.3（1.13）

−0.3（0.88）

0.73

SDMT

−0.97（1.07）

−2.34（1.56）

0.067

Memory Updating Test（3 span）

−0.93（2.6）

−1.49（2.63）

0.54

Memory Updating Test（4 span）

−0.3（2.03）

−1.01（1.85）

0.36

PASAT-2

−0.81（2.43）

−1.98（1.76）

0.156

PASAT-1

−0.32（2.14）

−1.43（1.42）

0.095

VCT “3”（completion time）

1.41（1.2）

4.15（3.2）

0.037*

VCT “ka（か）
”（completion time）

0.98（1.51）

3.94（3.67）

0.03*

PST（completion time）

−0.36（1.1）

2.34（2.91）

0.014*

WAIS-III

CAT

Digit span（forward）
Digit span（backward）

*, p<0.05.

All values of task performances are presented as mean (SD). Each performance of CAT sub-tasks is converted into a Z score.
VC, verbal comprehension ; PO, perceptual organization ; WM, working memory ; PS, processing speed; CAT, Clinical
Assessment for Attention ; SDMT, Symbol Digit Modalities Test ; PASAT-2, 2s-interval version of Paced Auditory Serial
Addition Task ; PASAT-1, 1s-interval version of PASAT; VCT, Visual Cancellation Task ; PST, Position Stroop Test.

PS（処理速度群指数）と CAT の視覚抹消課題，上中

〔 8 〕二重課題 B の判定によって２群割した脳外傷

下検査の所要時間であった。いずれも TBI─正常群で

者における他の検査成績の比較（Table 3）

情報処理速度が速かった。SDMT も制限時間が設け

，
「異常」
脳外傷群 36 名の内，二重課題 B で「正常」

られており処理速度が成績に大きく関与するが，

と判定されたのはそれぞれ 5，31 名であった（以下，

TBI─正常群で成績良好な傾向（p=0.067）が示唆され

そ れ ぞ れ TBI─正 常 群 ， TBI─異 常 群 ）。こ の 2 群 で

ていた。
年齢，発症からの期間は 2 群間で差を認めなかっ

WAIS-Ⅲ, CAT の下位検査の成績（Z 値）を比較した。
多くの検査項目で TBI─正常群の方が良好な成績を

た。

呈したが，統計的有意差がみられたのは WAIS-Ⅲの
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Ⅳ─────────────── 考

も あ る が 4），今 回 は 60 歳 未 満 を 対 象 と し て い る 。

察 ─

Ponds らは 58 歳以下に加齢変化を認めなかった 13）

〔 1 〕健常群の注意機能

が，それ以上では成績が低下したと述べている。二

健常群の PASAT-2 の成績はほぼ Z 値０に近似し，

重課題 B においても，より高齢者での加齢変化は否

年代群間差を認めなかった。以上より，本研究の健

定できない。なお年齢の影響は課題内容に依存する。

常群は CAT マニュアルに記載の健常対象者とどの年

二重課題 A の視覚サブタスク（筆算課題）では，20～

代においてもほぼ同等の注意力を有していると思わ

50 歳代間にも加齢変化を呈しており，10 歳代ごとの

れた。

カットオフ値が必要であった。
二重課題あるいは分配性注意障害の判定方法は研

〔 2 〕二重課題の設定

究者により異なる。単一課題として行ったサブタス

二重課題はその難易度の設定が重要である。ごく

クの成績が二重課題条件下で低下する「二重課題コ

簡単なサブタスクを組み合わせても満足する感度は

スト」に着目したものが多い。Stablum らは反応時間

得られず，逆に難しすぎると健常者成績でもばらつ

の二重課題コストを健常群と比較し，脳外傷群で有

きが大きく，カットオフ値が設定できない 2,10）。

意に延長していることを示した 16）。しかし，彼らの

今回，分配性注意障害に対する APT-II の訓練課題

データでは二重課題条件で却って成績が向上する脳

を参考に聴覚および視覚的に提示される情報を処理

外傷者も存在し，二重課題コストが二重課題成績を

する 2 つのサブタスクを組み合わせた。視覚サブタ

本質的に反映しているのか疑問を感じる。また，脳

スクの実施には手指動作を要するが，著者らはトレ

外傷者は単一課題条件下でもすでに健常者より成績

イルメイキングテストの成績が施行手によらず左右

が劣っていることが多い。この場合，
（先の Stablum

同等であることを報告した 18,19）。そこで非利き手で

らの研究を含め）二重課題コストの大小を両群間で

も実施が可能な課題として，
（トレイルメイキングテ

単純比較することが適切な評価手段といえるのか十

ストよりさらに単純な動作で処理できる）標的を線

分吟味されていない。Foley らはこの問題を解消する

でチェックするだけの抹消課題を選んだ。

目的で，単一課題の成績が健常群と差がなくなるよ

サブタスクには遂行機能や作動記憶の要素を含む

うに疾患群に施行する課題難易度を調整している 5）。

べきとの意見に従い，聴覚サブタスクは作動記憶を

その結果，TBI 患者の異常判定率は 26.7％にすぎず，

要するものとした 12）。また，特別な装置を用いず，

最も多い症状「同時処理の困難」は分配性注意の障害

どこででも誰でも簡便に実施できる課題構成に配慮

が主因ではないと結論している。しかし，難易度を

した。個々のサブタスクは単一課題として実施すれ

下げた課題を二重負荷すると成績異常の検出感度が

ば い た っ て 簡 単 で あ り ，施 行 時 間 も 3 分 と 短 い 。

低下する。その条件で「正常」
と判定されても本当に

PASAT も軽症例に対して感度の高い有用な検査とさ

分配性注意障害を否定しえるのか疑問に感じる。さ

れるが 3），難しい課題のためその実施には多大の精

らにこの手続きでは，選択的分配性注意障害 20）のみ

神的ストレスを伴う 6）。今回の脳外傷者でも 6 名で完

が抽出される可能性があり，感度が低いのは当然の

遂することができず，重症例には過酷な課題と言わ

結果ともいえる。
二重課題 B（A もそうであるが）の目的は分配性注

ざるを得ない。一方，二重課題 B は全例で最後まで

意の検出に特化したものではなく，軽症例を含めて

実施することができ，広い臨床適用性を有していた。

広く注意障害の診断感度を向上させることである。

〔 3 〕カットオフ値の設定と判定方法の定義

以上より，我々は二重課題コストによらず二つの下
位課題成績を単純に組合せた総合的判定方法を採用

健常者の検討から，視─的中率にも実質的な加齢変
化 は な く ，今 回 測 定 し た 二 重 課 題 B の 5 パ ラ メ ー
ターすべてに年齢の影響は明らかではなかった。そ
こで全年代群を 1 群として分析し，カットオフ値を

した。

〔 4 〕特異度と感度からみた二重課題 B の有用性
神経心理学的検査は課題内容を難しくすれば感度

設定した。二重課題に加齢変は見られないとの報告
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Background and Purpose: As a model for epidemiological
research based on case registration system, adult chronic
subdural hematoma (CSDH) study is presented, which
has been investigated with the data from the Miyagi
Neurotrauma Data Bank. In this article, both advantages
and disadvantages of local epidemiological research based
on case registration system are discussed.
Clinical Materials and Methods: The local case registration system in this study covers all of neurosurgical facilities
in Miyagi prefecture, and the patient registration has been
started since 1996. Adult patients with CSDH, registered
between 2005 and 2007, are subjected to this study (1,445
patients, M:F=1,021 : 424, mean age 71.2 ± 12.8 y.o.), to
investigate the incidence of adult CSDH.
Results: The overall incidence of adult CSDH was 20.6 ⁄
100,000 ⁄ year, with 39.2 in the age group of 60–69 y.o.,
76.5 in the age group of 70–79 y.o., and 127.1 in the age
group of over 80 y.o. Compared to previous reports, this
study demonstrates a marked increase in the incidence of
CSDH. Not only population aging but also both increase
in diagnosis accuracy and current medical trends (such as
increases of the elderly patients who receive hemodialysis,
anticoagulant, and/or antiplatelet therapies) may influence
the increase of CSDH incidence.
Conclusion: The Miyagi Neurotrauma Data Bank is a
local survey, being reliable in its data quality, quantity, and
completeness. The local features of Miyagi area suggest
that the results of this study reflect the trend of Japan. A
local survey based on case registration system may have a
potential to generalize a universal truth, although it
depends on its research design and/or on local features.
設での case series がほとんどであったが，1990 年代

Ⅰ─────────────── はじめに ─

以降，多施設データベースが構築・運用されるよう

本邦における頭部外傷分野の疫学研究は，単一施

になった。多施設データベースのうち，地域データ
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Fig.1 A sample of data sheet of the Miyagi Traumatic Head Injury Registry Project.
ベースとしては熊本県頭部外傷データバンク 24）や宮

Combination（DPC）や National Database（NDB）な

城頭部外傷研究会多施設共同登録事業 6）などが，全

どのビッグデータバンクもある 5,22）。これらのデータ

国規模データベースとしては日本脳神経外傷学会に

ベースの存在意義は「対象疾患を取り巻く現状を知

よる日本頭部外傷データバンク（Japan Neurotrauma

り，そしてその座標軸を土台として対象疾患に対す

JNTDB）な ど が あ る 13,14,19,26）。海 外 に 目

る新たなアプローチを医学的・社会的に展開する過

Data Bank,

程を通じて，世界に貢献すること」とされる 5）。

を 向 け れ ば ， 米 国 の Traumatic Coma Data Bank

本稿では，地域の症例登録型データベースを用い

（ TCDB）11,12）， Europen Brain Injury Consortium

Survey
Injury

18）
，International

た疫学研究の例として，
「宮城頭部外傷研究会多施設

Initiative for Traumatic Brain

共同登録調査における成人慢性硬膜下血腫疫学研究」

Research（InTBIR）10,25）などが知られている。

これらの症例登録型データベースとは趣が異なり，

を紹介し 7），疫学研究における地域データベースの

必ずしも医学的研究に適しているとは言えないが，

活用について考察する。

保 険 請 求 情 報 等 を 基 に し た Diagnosis Procedure
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Fig.2 Incidence of adult chronic subdural hematoma shown by the Helsinki 1975
and the Miyagi 2011 study.

Closed bar = Helsinki 1975 study, Open bar = Miyagi 2011 study. Note : The incidence
of adult CSDH is significantly more frequent in Miyagi 2011 than Helsinki 1975 study,
in the age groups of 50–59, 60–69, 70–79, and > 80 y.o.
（文献 7 Table 1 のデータを引用してグラフに再構成）

研究方法は，年齢階級別に慢性硬膜下血腫の登録

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

症例数を集計し，宮城県人口動態調査をもとに人口

宮城頭部外傷研究会多施設共同登録事業は 1996 年

10 万人あたりの年間発生頻度，各年齢階級別の発生
頻度を算出した。

に開始され，宮城県内の入院設備を有する全脳神経
外科施設（ 2016 年現在 18 施設）に入院した頭部外傷

なお，本研究は文部科学省・厚生労働省が掲げる

症例の登録事業で，宮城県内で受傷・入院した各種

「疫学研究に関する倫理指針」に則って行われた。す

頭部外傷例について，ほぼ全症例の把握が可能であ

なわち，症例登録に際し個人を特定しうる情報は登

る。症例登録方法は，性別，年齢，居住地，受傷地，

録せず個人情報を保護すると共に，インフォームド

受傷原因，受傷部位，搬送方法，搬送時間，重症度

コンセント（IC）
については前述の「疫学研究に関す

局所性脳損傷の有無・種類・局在，びまん性脳損傷

る倫理指針」第 3 の 1 に従い，研究対象者（研究対象

の有無・種類，合併損傷の有無・種類，外科的ある

者本人に文書の交付ができない場合には代諾者）に

いは内科的治療の有無・内容・時期，転帰など約 60

研究の実施に関する文書を配布し口頭で説明を行う

項目について症例毎にデータシートを作成して登録

ことで，個別の IC の受領に代え，その際，申し出に

を行っている（Fig.1）
。

より登録対象から外すことができる旨を明示した。

今回紹介する成人慢性硬膜下血腫疫学研究では，

2005 年～2007 年の 3 年間に宮城頭部外傷研究会多施

Ⅲ─────────────── 結

設共同登録事業に登録された成人慢性硬膜下血腫症
例のうち，居住地が宮城県外の症例を除いた 1,445 例

果 ─

成人慢性硬膜下血腫 1,445 例の内訳は 20 歳代 19 例

を対象とした。男女比は男性 1,021 例，女性 424 例，

（ 1.3％）
，30 歳代 15 例（ 1.0％）
，40 歳代 48 例（ 3.3％）
，

年齢分布は 20～100 歳で，平均 71.2 ± 12.8 歳であっ

50 歳代 130 例（ 9.0％）
，60 歳代 320 例（ 22.1％）
，70 歳

た。なお，登録症例における手術の有無は 1,445 例中

代 505 例（ 34.9％），80 歳以上 408 例（ 28.2％）であっ

1,443 例で記載があり，1,384 例で穿頭術が，2 例で開

た。宮城県人口動態調査を基に算出した成人慢性硬膜

頭術が施行された。

下血腫の発生頻度は 20.6 人／年／10 万人であり，年齢

114

神経外傷 Vol.39 2016

Table 1 Incidence of adult chronic subdural hematoma

階級別頻度は 20 歳代 1.9 人／10 万人／年，30 歳代 1.6
人／10 万人／年，40 歳代 5.2 人／10 万人／年，50 歳代

Authors & Year

Incidence（ ⁄ 100,000 ⁄ year）

歳代 76.5 人／10 万人／年，80 歳以上 127.1 人／10 万人／

Foelholm R et al., 1975

1.72

年であった。

Kudo H et al., 1994

13.1

Cousseau DH et al., 2001

14.1

Karibe H et al., 2011

20.6

12.6 人／10 万人／年，60 歳代 39.2 人／10 万人／年，70

慢性硬膜下血腫の発生頻度として，現在でも教科
書等でしばしば引用される Foelholm らの報告 2）によ
る年齢階級別発生頻度と比較すると，特に高齢者に

（文献 7 Table 1 を引用して再構成）

おける発生頻度が著しく増加しているのがわかる
（Fig.2）
。

比較すると，20～40 歳までの発生頻度には大きな差

Ⅳ─────────────── 考

はないが，50 歳代以降での発生頻度の伸びが著しく

察 ─

高いのが特徴である。50 歳代以上の年齢層における

〔 1 〕宮城頭部外傷研究会多施設共同登録調査に

発生頻度の著しい増加を人口高齢化で説明することは

おける成人慢性硬膜下血腫疫学研究の総括

困難と思われ，年齢以外のなんらかの慢性硬膜下血腫

慢 性 硬 膜 下 血 腫 の 疫 学 研 究 と し て は ， 1975 年

の危険因子が 50 歳代以上の年齢層に多い可能性が示

Foelholm ら の Helsinki study 2）を 始 め と し て ，1992

唆される。過去に報告されている慢性硬膜下血腫の危

8）
，2001 年 Cousseau ら

険因子で 50 歳代以上の年齢層に多いと推測される因

年 Kudo らによる Awaji study

による研究 1）などが知られている。これらの研究で，

子としては，抗凝固療法・抗血小板療法 3,9,17）や慢性

成人慢性硬膜下血腫の発生頻度は，Foelholm らは

血液透析 16,21）などが挙げられるが，これらの，あるい

1.72 人／10 万人／年，Kudo らは 13.1 人／10 万人／年，

はそれ以外の因子の関与の有無は今後検討されるべき

Cousseau らは 14.1 人／10 万人／年と報告し，今回紹介

課題であろう。

した宮城頭部外傷研究会多施設共同登録調査 7）では

20.6 人／10 万人／年であることが示された（Table 1）。

Table 1 に示した数値は，各研究毎に異なる年代・異

〔 2 〕疫学研究モデルとしての地域データベースの
長所と短所
地域データベースは，ある地域に居住する全住民

なる地域での研究結果であり，診断機器の発達によ
る診断精度の相違，医療・社会・生活環境の相違，

の中に発生した特定の疾病等について，原因・治療・

地域差，人種差などの影響は無視できず，一概に比

転帰などの医療情報を登録することにより，地域に

較することには問題もあるが，研究報告の発表年代

おける罹患率や受療状況などの疫学情報を収集し提

を追うごとに慢性硬膜下血腫の発生頻度が上昇して

供すること，検診などの予防対策を企画・立案するこ

いることは興味深い。慢性硬膜下血腫の発生頻度は

と，施設への医療情報をフィードバックすること，な

加齢とともに上昇することはよく知られており，高

どを目的とする。症例登録型データベースの活用に

齢化の進行に伴って慢性硬膜下血腫の発生頻度も増

あたっては，より正確な疫学的情報を得るために，

加すると予測されてきた 1,8）。今回紹介した調査研究

より多い登録症例数（データ数）
，より高いデータの

における慢性硬膜下血腫の発生頻度の著しい増加は，

質・信頼性，悉皆性などが求められる。データベース

本邦あるいは先進国を中心に進行する人口高齢化が

を活用した疫学研究は，目標母集団（日本全国・世

原因の一つであろうことは想像に難くない。

界など）に時間的・地理学的特性を加えて定義付け

年齢階級別の発生頻度では，今回紹介した研究では

された調査対象集団（地域）における疫学的真理を解

50 歳代以上で発生頻度が急激に高くなり，70 歳代で

明することにあるが，調査対象集団に与えられた時

は 76.5 人／10 万人／年，80 歳以上では 127.1 人／10 万

間的・地理学的特性が目標母集団の臨床的特性に与

人／年であることが示された。過去の年齢階級別発生

える影響が小さければ小さいほど，目標母集団にお

頻度の報告としては唯一の 1975 年の Helsinki 研究 2）と

ける疫学的普遍的真理を導き出すことが可能となる。
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本稿で紹介した成人慢性硬膜下血腫疫学研究 7）は，

であり，頭部外傷の治療や転帰のトレンドなど数多

宮城頭部外傷研究会多施設共同登録事業に含まれる

くの業績が生まれた 22）。問題点としては悉皆性がき

調査の一部として行われたもので，宮城県内の入院

わめて低いことが指摘されており，これまで約 3,000

設備を有する全ての脳神経外科施設を対象とした全

例の登録のみにすぎない。JNTDB が日本全土を反映

数調査である。登録は各施設長である脳神経外科専

しているかの検証のため，日本全土にわたる横断研

門医によって行われ，登録データ毎の質・信頼性は

究として，これまで 2 回の One Week Study（OWS）

極めて高い。悉皆性を担保するため，全施設に年 1

が行われた 15,20）。その結果，JNTDB 参加施設は 3 次

回データ登録督促と施設毎のデータ登録状況が通知

救急施設が主で，OWS は 1・2 次救急施設が多数で

される。さらに，本研究の対象は宮城県在住かつ宮

あり，JNTDB（調査対象集団）が目標母集団（日本

城県内の脳神経外科施設に入院した慢性硬膜下血腫

全土）を反映したサンプルとなっていない可能性が

症例であり，宮城県在住でありながら県外の施設に

あり，実際に年齢分布や多発外傷頻度が異なること

入院した症例は含まれないが，医療圏などの地域特

が指摘されているが，一方で，性差 ・受傷原因 ・

性から，そのような症例はごく少数と推測され，悉

GCS・CT 分類・外減圧の頻度などが同等であること

皆性も極めて高いと考えられる。すなわち，上述の

も示されている 22）。これらの事実は，研究目標や研

調査対象集団（地域）における疫学的真理を，高い信

究デザインによっては，日本全土を対象としたデー

頼性をもって導き出していると考えられる。

タベースであっても，時として普遍的真理を導き出

本研究の基となった多施設共同登録事業が展開さ

せない場合があることを示している。本研究は，地

れている宮城県は，人口約 230 万人（全国 14 位）
，人

域データベースは，研究デザインや地域特性によっ

口密度 319 人／km2（同 19 位）で概ね全国 47 都道府県

ては，地域のみでなくより大きな community におけ

の中位に属し，年齢別人口構成は全国平均と統計学

る普遍的真理を導き出すのに有効な手段となりうる

的に有意差がなく，気候・環境・社会・経済・交通

ことを示したものと思われる。今後も地域における

事情などの地域特性の各種指標も他都道府県と比較

疫学研究の手段として，時に，日本全土に普遍的な

して突出して異なる点はない。本邦においては頭部

疫学的真理を導き出すための手段として，地域デー

外傷の臨床的・疫学的特性は地域特性の影響を受け

タベースのより一層の充実が必要と考えている。

にくいと考えられており，実際に，地域頭部外傷
データバンクである熊本県頭部外傷データバンクお

Ⅴ─────────────── おわりに ─

よび宮城頭部外傷研究会多施設共同登録調査の両者
とも，JNTDB と傾向に大きな差がないことが確認さ

疫学研究のアプローチのひとつとして，地域デー

れている 4,23）。したがって，本研究で示された結果

タベースを活用した成人慢性硬膜下血腫疫学研究を

は，宮城県地域の現状を示すものであると同時に，

紹介・解説した。地域データベースは本来，地域に

本邦の現状をも反映している可能性が高いと考えら

おける疫学研究を目的に構築されるものだが，研究

れる。

目標や研究デザイン，地域特性によっては全国に普
遍的な疫学的真理を導き出す手段となりうると思わ

日本全国を調査対象集団とした全国規模のデータ
ベースに目を向けると，DPC は一般病床の 55％の退

れた。

院時情報が登録されているが，国際的疾病分類 ICD

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。

10 code からの頭部外傷の抽出が非常に困難であり，
転帰も不正確であることが頭部外傷研究者の多くか
ら指摘されている 22）。JNTDB は，研究の観点を「個
別症例から全体像の解析へ」，目的を「研究結果を広

文

く発信し社会を変革する」とするもので，2016 年現
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Analysis of surgically treated our own 5 cases
of subacute subdural hematoma
YOHTARO SAKAKIBARA, YOSHIO TAGUCHI,
HOMARE NAKAMURA, HIDETAKA ONODERA,
MASASHI UCHIDA, KIMIYUKI KAWAGUCHI
Division of Neurosurgery, St Marianna University School
of Medicine, Yokohama City Seibu Hospital

Objective: We retrospectively analyzed our own cases of
subacute subdural hematoma (SSH) to investigate the
clinical characteristics of SSH.
Materials & Methods: From January 2011 to October
2015 we experienced 5 cases with SSH at our institution.
Frequency, age, gender, clinical course, radiological findings, operative findings and outcomes were reviewed.
Results: During the same period we treated 85 patients
with acute subdural hematoma, thus frequency of SSH
accounted for 5.9％. The patient’s ages ranged from 45 to
89 years with a mean age of 72 years. There were 2 men
and 3 women. The cause of injury was fall on the same
level in 4 patients, fall in 1. Glasgow coma scale score on
admission was 15 in 4 patients, 14 in 1. Initial computerized tomography (CT) scans revealed mixed density
subdural hematoma in 2 patients, homogenously high
density in 3. The mean maximal thickness of hematoma
was 10 mm. Time intervals to worsening were 5 to 13
posttraumatic days with a mean time interval of 9.6 days.
Symptomatologically all patients developed contralateral
hemiparesis. CT scans on worsening revealed mixed density in 2 patients, iso in 2, low in 1. The mean maximal
thickness of hematoma was 13 mm and revealed mass
sign and mild midline shift. Magnetic resonance imaging
was obtained only in case 3 and demonstrated high signal
intensity on T1 weighted images, low signal intensity on
T2 weighted images, high signal intensity with the low
intensity rim close to the brain surface on diffusion
weighted images. All patients underwent craniotomy to
evacuate hematoma. Postoperatively 4 patients recovered
fully and 1 patient died of pulmonary failure.
Conclusions: Even though subdural hematoma is treated
conservatively at acute stage, it should be kept in mind that
it may develop at subacute stage and cause neurological
deterioration.
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Table 1 Clinical characteristics of 5 patients with subacute subdural hematoma

No.

Hemtoma Interval to
Age ⁄ Mechanism Initial
density on worsening
gender of injury GCS
initial CT
(days)

GCS on
worsening

Hematoma
GOS
density on
at
Treatment
worsening
discharge
CT

Remarks

1

76 ⁄
man

Fall on the
same level

14

mixed

13

13
(drowsiness)

mixed

Craniotomy

D

Hemiparesis 3 ⁄ Ⅴ

2

76 ⁄
man

Fall on the
same level

15

high

9

15

low

Small
craniotomy

GR

Hemiparesis 4 ⁄ Ⅴ
Epileptic seizures

89 ⁄
Fall on the
3
woman same level

15

high

12

15

iso

Craniotomy

GR

Hemiparesis 1 ⁄ Ⅴ
On DWI of MRI high
inetnsity with a low
intensity rim close to
the brain surface

4

45 ⁄
Fall
woman (downstairs)

15

mixed

5

15

mixed

Craniotomy

GR

Hemiparesis 4 ⁄ Ⅴ

5

Fall on the
74 ⁄
woman same level

15

high

9

13
(drowsiness)

iso

Small
craniotomy

GR

Hemiparesis 4 ⁄ Ⅴ

GCS: Glasgow coma scale, CT: computerized tomography, GOS: Glasgow outcome scale, D: dead, GR: good recovery, MD: moderate
disability, DWI: diffusion weighted image, MRI: magnetic resonance image

③ 外傷以外に硬膜下血腫を生じうる病態がない。

Ⅰ─────────────── はじめに ─

そして硬膜下血腫以外に，意識障害などの症状

急性硬膜下血腫は，超急性期に手術を要する劇症

をきたす病態がない。

型と，急性期は保存的に加療され，その後に自然吸

である。

収されるか，あるいは慢性硬膜下血腫に移行する慢
性型に分類される 5,10）。

Ⅲ────────────── 対象・方法 ─

亜急性硬膜下血腫は，これらの中間型とも言え，
亜急性期に症候性となり，手術加療を要するもので

対象は前述の定義に従い，2011 年 1 月から 2015 年

ある 1,2,8,9,10）。急性硬膜下血腫の自然歴の一部として

10 月までに当施設に入院し，手術加療が施行された

認知すべきであり，われわれの経験した亜急性硬膜

亜急性硬膜下血腫 5 例（以下，本例）である。本例に

下血腫 5 例を提示し，その臨床所見，治療，予後等

おける臨床所見，画像および手術所見，転帰等を検

を後方視的に検討したので報告する。

討した。

Ⅱ──────── 亜急性硬膜下血腫の定義 ─
まず本検討において用いた亜急性硬膜下血腫の定

Ⅳ─────────────── 結

〔 1 〕頻度・年齢・性別（Table 1）

果 ─

検討期間中に当施設で経験した全外傷性急性硬膜

義は，唐澤ら 2）の定義に従った。すなわち，
① 頭頚部外傷後，4～20 日後に神経症状を呈する。

下血腫は 85 例で，本例はその 5.9％を占めた。男性 2

② Computerized tomography（ CT）あ る い は mag-

例 ，女 性 3 例 で ，年 齢 は 45～89 歳（平 均 72 歳 ）で

netic resonance imaging（MRI）で硬膜下血腫を

あった。年齢的には同時期に経験した本例以外の急

認めるが，脳挫傷・脳内血腫・硬膜外血腫を認

性硬膜下血腫の平均年齢 62 歳より高齢な傾向であっ

めない。

た。
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A Day 0 mixed density

B Day 13 mixed density

C Day 0 high density

D Day 9 low density

E Day 0 high density

F Day 12 iso density

A T1WI

B T2WI

C DWI

Fig.2 MRI findings of the case number 3.

Right subdural hematoma revealing high intensity on T1
weighted images (T1WI) (A), low intensity on T2 weighted
images (T2WI) (B). On diffusion weighted images (C), the
subdural hematoma revealing high intensity area with the
low intensity rim close to the brain surface.

G Day 0 mixed density

H Day 5 mixed density

〔 2 〕受傷機転・初診時 Glasgow Coma Scale（GCS）
（Table 1）

受傷機転は，同レベルでの転倒が 4 例，低所より
の転落が 1 例で高エネルギー外傷は経験しなかった。
初診時の GCS は，1 例のみ 14 点で，他は 15 点であっ
た。
I Day 0 high density

J Day 9 iso density

〔 3 〕初回 CT 所見（Table 1, Fig.1）
初回 CT 所見は，内側は高吸収域・外側は低吸収
域の混合吸収域を 2 例に，比較的均一な高吸収域を 3
例に認めた。血腫の厚さの平均値は 10 mm であった。

〔 4 〕症候性となるまでの期間と症候（Table 1）
症候性となるまでの期間は，外傷より 5～13 日間
（平均 9.6 日）であった。症候学的には，全例に血腫

Fig.1 CT findings of the present five cases.

反対側の不全片麻痺がみられ，2 例に意識障害，1 例

A & B: case 1, C & D: case 2, E & F: case 3, G & H: case 4, I &
J: case 5

にけいれんを認めた。

120

神経外傷 Vol.39 2016

亜急性硬膜下血腫の発生機序として，① くも膜損

〔 5 〕増悪時の CT および MRI 所見

傷による髄液の硬膜下腔への流入 2,7,8,10），② 血腫外

（Table 1, Fig.1, Fig.2）

膜内の新生血管からの微小出血の蓄積 2），③ 脳表の
破綻動脈からの再出血 6）などが推測されている。

増悪時の CT 所見は，初回 CT で混合吸収域であっ
た 2 例は，2 例とも混合吸収域を，高吸収域であった

これらの中で，特に①のくも膜損傷による髄液の

3 例は，2 例が等吸収域，1 例が低吸収域へ変化して

硬膜下腔への流入を発生機序として支持する報告が

いた。血腫の厚さの平均値は 13 mm で，全例で mass

多い 1,2,7,8,10）。すなわち，受傷時には一旦くも膜の破

sign と正中構造物の軽度の偏位がみられた。

綻が生じるが，受傷直後は硬膜下血腫の圧迫により

1 例のみ（症例 3），症候性となった外傷後 12 日目

髄液の移動は発生しない。その後，凝血塊の溶解が

に MRI を撮像されていた。所見としては，血腫は T1

進行すると，くも膜破綻部は再び開放され，髄液の

強調画像で高信号域，T2 強調画像で低信号域であっ

流入が生じる。そして，赤血球が溶解し水分量が増

たが，拡散強調画像では，内側は低信号域，外側は

加した凝血塊の血腫と混入し血性髄液となり，硬膜

高信号域の二相性を示した。

下腔の増大を引き起こすとされる。
くも膜破綻部の修復は，脳圧が亢進している状態

〔 6 〕手術法および転帰（Table 1）

では，脳腫脹に伴い硬膜下腔は縮小し，圧迫により

手術法は小開頭が 2 例に，開頭が 3 例に施行され

くも膜は修復されやすいと思われる。一方，脳萎縮

た。全例に血腫外膜が見られたが，血腫内膜は見ら

があり脳損傷が軽微である場合は，脳腫脹は生じに

れなかった。血腫の性状は，比較的硬い凝血塊が 3 例

くく，圧迫によるくも膜の修復は起こりにくいと推

（症例 1, 2, 4）に，髄液の混入を伴う液状血腫が 2 例

測される 7,8,10）。髄液の流入は一部の慢性硬膜下血腫

（症例 3, 4, 5）に見られた。転帰は，外傷前より腎透

の形成機序とも考えられ，亜急性硬膜下血腫は，慢

析加療を受けていた 1 例（症例 1）が呼吸不全で術後

性期に至らずとも，初期の段階で症候を呈した硬膜

11 日目に死亡した以外は，無症候で自宅退院した。

下血腫とも考えられる。
画像診断学的には，亜急性硬膜下血腫は，CT 上は

Ⅴ─────────────── 考

均一な等から低吸収域を示すことが多い 6,7,8）。一方，

察 ─

MRI の拡散強調画像では，症例 3（Table 1）のよう

McKissock ら 5）は，外傷性硬膜下血腫を症状の発

に，脳表側では低信号域を，硬膜側では高信号域を

現時期によって，外傷 3 日以内を急性，4 日から 20

示すという報告がある 1,3,4）。脳表側の低信号域は，

日までを亜急性，21 日以降を慢性と定義した。しか

水分子の拡散の影響を受けた細胞外メトヘモグロビ

し実際には，頭部外傷の急性期から亜急性期にかけ

ンを含む液体と考えられている 4）。一方，硬膜側の

ては，硬膜下血腫以外の合併頭蓋内損傷あるいは代

高信号域は，未だに硬い凝血塊を示唆するとされ 3,4），

謝・呼吸性障害などによる全身性の要因により，硬

これは後述する手術法の選択の際に有用な情報にな

膜下血腫の自然経過には修復が起こり得る。した

ると思われる。

がって，これら硬膜下血腫以外の要因による症状の

亜急性硬膜下血腫の手術法は，穿頭術では流動性

悪化を厳密に除外した唐澤ら 2）の定義は理に適って

の成分のみしか排除できないため，
（小）
開頭術を推

いると思われ，本検討において採用した。

奨する報告が多い 1,2,6,9）。本例では，すべて（小）
開頭

本検討においては，硬膜下血腫の約 6％が亜急性期

術を施行した。特に症例 3 においては，亜急性期に

に症候性となり，手術加療を施行されていた。亜急

施行された MRI 拡散強調画像の所見を参考にして，

性硬膜下血腫の臨床的特徴 1,2,6,7,8,10）は，急性硬膜下血

ある程度固形性の血腫と予測して，開頭術により凝

腫の約 2～12％に発症し，高齢者に多くみられ，外傷

血塊の除去および出血源の検索を十分に行うことが

の程度は軽く，通常外傷後 2 週間前後で症候性とな

できた。
本例の症例 4 は，無症候であったため，外傷 2 日後

る硬膜下血腫であり，本例もそのような特徴とよく

に一旦退院した。しかしその 3 日後に，比較的急速

一致していた。
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慢性硬膜下血腫穿頭術後に
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Objective: Chronic subdural hematoma is one of the most
common diseases in neurosurgical practice with a wellestablished treatment method. Typical treatment includes
burr-hole surgery. However, there are some reports of
postoperative intracranial hemorrhage.
Methods: We examined burr-hole surgery performed in
the treatment of chronic subdural hematoma at the
Department of Neurosurgery at our hospital between
January 2000 and December 2014. In total 1,077 patients
(1,257 hematomas) were included in the study. We examined the clinical features of 19 patients (21 hematomas)
who developed postoperative intracranial hemorrhage.
We compared the postoperative intracranial hemorrhage
and non-intracranial hemorrhage cases.
Results: Cases with postoperative intracranial hemorrhage
could be divided into four main patterns. Pattern A was
characterized by intraoperative brain contusion. Pattern
B-1 had a relatively good prognosis and was characterized
by a subdural hematoma on the operated side. Pattern B2 had a poor prognosis and was characterized by a subdural
hematoma on the operated side caused by blood vessel
damage at the time of drainage tube removal. Pattern C
had a poor prognosis and was characterized by a subdural
hematoma contralateral to the operated side. Pattern D
had a poor prognosis and was characterized by an internal
hemorrhage of the brain parenchyma. Patients with bleeding were more likely to exhibit Pattern C or D. The proportion of cases with a history of malignant tumor was
significantly greater among the cases with postoperative
intracranial hemorrhage than non-intracranial hemorrhage
cases.
Conclusion: The tendency for a bleed to occur influenced
the region of the bleed, not the operation site, and the
prognosis was poor. Attention is necessary during surgery
and at the time of drainage tube removal to prevent damage
to local structures.
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血非合併例 1,058 患者（ 1,236 血腫）に分けて，診療録

Ⅰ─────────────── はじめに ─

から後ろ向きに比較検討を行った。年齢，性別，生活

慢性硬膜下血腫は脳神経外科診療においては最もよ

歴（喫煙，飲酒）
，既往歴（高血圧症，糖尿病，肝障

く経験する疾患のひとつである。局所麻酔下での穿頭

害，腎機能，悪性腫瘍，虚血性心疾患，脳卒中，脳外

術が一般的な治療法で根治可能な疾患である。慢性硬

科手術）
，抗凝固薬・抗血小板薬内服の有無，外傷の有

膜下血腫穿頭術はクリニカルパスも普及し確立された

無，初回手術か再手術か，術前の神経学的所見（意識

治療法であり，若手脳神経外科医が執刀する場合が多

レベル，麻痺の程度）
，血腫側，手術側，術中洗浄液，

いと考えられる 10）。しかし，術後の合併症の報告も

術者の経験，CT 所見（血腫の吸収値，血腫量）に関

あり軽視できない症例も存在する 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12）。当院

して χ2 検定および t 検定によって統計学的な検討を

で慢性硬膜下血腫穿頭術後に頭蓋内出血を合併した症

行った。血液凝固能は prothrombin time international

例に関して検討したので報告する。

normalized ratio（PT-INR）で評価した。腎機能に関し
て は estimated glomerular filtration rate（ eGFR）で 示

Ⅱ─────────────── 対

し，60 未満を腎機能障害とした。ADL に関しては

象 ─

modified Rankin Scale（mRS）で評価した。意識レベ

2000 年 1 月から 2014 年 12 月までに当院脳神経外科

ル は Japan Coma Scale（ JCS）お よ び Glasgow Coma

に入院し手術加療を行った慢性硬膜下血腫は 1,085 患

Scale（ GCS）で 評 価 し た 。 麻 痺 の 程 度 は Manual

，
者（ 1,267 血腫）であった。開頭術が 3 患者（ 4 血腫）

Muscle Testing（MMT）で評価した。全て診療録から

リザーバー留置術が 5 患者（ 6 血腫）
，穿頭術が 1,077

後方視的に検討した。診療録に記載がない場合や頭部

患者（ 1,257 血腫）であった。初回穿頭術は 968 患者

CT が施行されていない場合は，該当項目に関しては

（ 1,135 血腫）
，再発に対する再穿頭術は 109 患者（ 122

除外した。頭部 CT 所見に関しては，血腫量は，CT

血腫）であった。穿頭術を行った 1,077 患者（ 1,257 血

画像上で ROI により面積を求めて各画像での面積の

腫）を対象とした。慢性硬膜下血腫の診断は，手術で

和で体積を求めた。血腫の吸収値は，脳灰白質と比較

血腫外膜を確認できた場合とした。穿頭術は局所麻酔

して low，iso，high に分類し，さらに low と high の

による穿頭洗浄ドレナージ術とした。ドレナージ

混在する場合は mixed とし，low と high で鏡面像を形

チューブを留置し術翌日に抜去を基本としたが，術翌

成する場合には niveau とした。慢性硬膜下血腫再発

日の頭部 computed tomography（CT）で血腫が残存し

の定義は術後 3 ヵ月以内の再手術とした。

ていれば主治医の判断でドレナージを継続した。

Ⅲ─────────────── 方

Ⅳ─────────────── 結

法 ─

果 ─

術後頭蓋内出血合併症例の詳細を Table 1 に示す。

対象症例 1,077 患者（ 1,257 血腫）の中で穿頭術後に

平均年齢（ ± 標準偏差）は 77.4（ ± 6.1）歳であり，男

頭蓋内出血を合併した症例は 19 患者（ 21 血腫）1.76％

女比は男：女 = 11：8 であった。元々の ADL は mRS で

（ 1.67％）であり，その中で再穿頭術は 1 患者（ 1 血腫）

0 が 9 患者，1 が 4 患者，2 が 4 患者，3 が 2 患者であっ

であった。穿頭術後頭蓋内出血合併例に関して年齢，

た。血腫は両側が 7 患者，右が 8 患者，左が 4 患者で

性別，発症前の activity of daily living（ADL），血腫

あり，手術は，両側が 5 患者，右が 8 患者，左が 6 患

側，手術側，主訴，来院時神経所見（意識レベル，麻

者であった。主訴は頭痛あるいは頭重感が 4 患者，頭

痺の程度）
，術前血腫量，術前血腫吸収値，初回手術

痛・嘔吐が 1 患者，頭痛・片麻痺あるいはふらつきが

か再手術か，抗凝固薬・抗血小板薬の内服の有無，来

2 患者，片麻痺あるいはふらつきが 3 患者，構音障害 2

院時の血液凝固能・血小板数，既往歴，腎機能，外傷

患者，意識障害あるいは傾眠が 5 患者，症状なし 2 患

の既往の有無，頭蓋内出血時の CT 所見，治療方法，

者 で あ っ た 。意 識 レ ベ ル は GCS 14, 15 が 16 患 者 ，

退院時 ADL に関して検討した。さらに，穿頭術後頭

GCS 9～13 が 1 患者，GCS 8 以下が 2 患者であった。

蓋内出血合併例 19 患者（ 21 血腫）と穿頭術後頭蓋内出

麻痺の程度は麻痺なしが 8 患者，MMT で 3, 4 が 8 患
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Antiplatelet
Renal Trauma
Initial/
Preoperative
Plt
Density
Upper
Past history
or
function / nonof
PTCT
recurrence
4
(10 /
MMT
GCS
of
Anticoagulant
(eGFR)
trauma
INR
Lower hematoma hematoma
µL)
(ml)
MMT
4⁄5
Trauma Contusion, SDH
Dull
15
Iso
HT
None
Initial
88.30
1.00 20.0
55
(fall) (operated side)
headache
(4,5,6)
5⁄5
5⁄5
HT,
Left
Non14
Niveau
Initial
Contusion
None
0.96 21.3
70.92
78
gastric cancer
trauma
hemiplegia (4,4,6)
5⁄5
HT,
HCV,
angina,
5⁄5
Trauma
SDH
Dull
15
Mixed
gastric cancer,
Unknown
None
Initial
9.52
0.94 8.9
(fall) (operated side)
headache
(4,5,6)
5⁄5
rectal cancer
3⁄5
NonSDH
Headache, left
15
CML
Mixed
None
Initial
37.41
1.32 109.3
73
trauma (operated side)
hemiplegia (4,5,6)
2⁄5
4⁄5
NonSDH
Headache,
15
High
Initial
None
Thyroid cancer
156.17 trauma (operated side)
0.95 29.3
89
wobble
(4,5,6)
4⁄5
Chief
complaint

18

77

F

0

R

R

Caudate head
4
(contralateral) Conservative
Subcortical
Disturbance of
Cirrhosis of
Trauma hemorrhage
9
L
F
Niveau Recurrence
Burr-hole
L
None
114.03
1.48 5.6
2
4
19
73
81
consciousness (2,2,5)
the liver
(fall) (operated side)
3⁄5
mRS: modified Rankin Scale, GCS: Glasgow Coma Scale, MMT: Manual Muscle Testing, CT: computed tomography, PT-INR: prothrombin time international normalized ratio, Plt: platelet, eGFR: estimated glomerular filtration rate, L: left,
R: right, HT: hypertension, HCV: Hepatitis C Virus, CML: chronic myelogenous leukemia, DM: diabetes mellitus, Af: atrial fibrillation, CHF: chronic heart failure, SAH: subarachnoid hemorrhage, AML: acute myeloid leukemia, SDH:
subdural hematoma
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1

PreAge
Hematoma Operation
Case
Sex critical
(years)
Side
Side
mRS

Table 1 Summary of the cases complicated by intracranial hemorrhage after burr-hole surgery of chronic subdural hematoma

Table 2 Clinical and computed tomography findings in the hemorrhage and non-hemorrhage groups
Factor

Age
Sex
Smoking

Alcohol consumption

Hypertension
Diabetes mellitus
Liver disorder
eGFR
Malignant tumor
Ischemic heart disease
Stroke
Neurosurgery
Anticoagulant drug
Antiplatelet drug
Trauma
Initial or recurrence

JCS

GCS

Upper MMT

Mean ± SD years
Male
Female
+
−
Unknown
≧ 1 go
About 1 go
< 1 go
Unknown
+
−
+
−
+
−
< 60
≧60

+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
Recurrence
Initial
0
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
14–15
9–13
3– 8
5
3, 4
0 , 1, 2

Loss

Lower MMT

Side of the hematoma

Operation side

Irrigation solution

Surgeon

CT density

Preoperative hematoma volume

5
3, 4
0 , 1, 2

Loss
Right
Left
Bilateral
Right
Left
Bilateral
Lactated ringer
Saline
Artificial CSF
Resident
Senior resident
Neurosurgeon
Low density
Isodensity
High density
Mixed density
Niveau
Unknown
Mean ± SD ml
Unknown

Hemorrhage

Non-hemorrhage

Patient = 19
Hematoma= 21

Patient = 1,058
Hematoma = 1,233

Odds ratio

95%CI

p value

77.4 ± 6.1
11
8
4
15
0
1
2
16
0
8
11
2
17
2
17
7
12
7
12
4
15
5
14
2
17
4
15
4
15
9
10
1
20
5
11
1
2
16
1
2
9
10
2
0
10
8
3
0
8
4
7
8
6
5
2
5
14
4
4
13
0
7
3
8
3
0
92.3 ± 44.4
1

76.2 ± 11.4
647
411
262
794
2
150
144
762
2
541
517
171
887
145
913
348
710
162
896
218
840
180
878
189
869
90
968
184
874
625
433
121
1112
333
588
103
34
861
157
40
527
596
108
2
477
649
104
3
287
393
378
377
504
177
227
405
601
255
463
515
153
447
134
298
198
3
89.0 ± 40.8
87

─

─

0.631 (t-test)

0.873

0.348–2.190

0.773 (χ2-test)

0.808

0.266–2.457

0.707 (χ2-test)

─

─

─

─

─

0.456 (χ2-test)

─

─

─

0.695

0.277–1.742

0.435 (χ2-test)

0.610

0.140–2.666

0.507 (χ2-test)

0.741

0.169–3.240

0.689 (χ2-test)

1.190

0.464–3.050

0.717 (χ2-test)

3.226

1.251–8.318

*0.011 (χ2-test)

1.028

0.338–3.127

0.962 (χ2-test)

1.742

0.620–4.897

0.287 (χ2-test)

0.541

0.124–2.361

0.407 (χ2-test)

2.868

0.932–8.825

0.055 (χ2-test)

1.267

0.416–3.860

0.677 (χ2-test)

0.624

0.251–1.547

0.304 (χ2-test)

0.46

0.061–3.454

0.439 (χ2-test)

─

─

0.314 (χ2-test)

─

─

0.186 (χ2-test)

─

─

0.992 (χ2-test)

─

─

─

─

─

0.353 (χ2-test)

─

─

─

─

─

0.241 (χ2-test)

─

─

0.325 (χ2-test)

─

─

0.251 (χ2-test)

─

─

0.141 (χ2-test)

─

─

0.337 (χ2-test)

─
─
─

─
─
─

─
0.563 (t-test)
─

*p<0.05
SD : standard deviation, eGFR : estimated glomerular filtration rate, JCS: Japan Coma Scale, GCS: Glasgow Coma Scale, MMT: Manual muscle
test, CT: computed tomography, CFS: cerebrospinal fluid
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Table 3 Pattern of intracranial hemorrhage after burr-hole surgery of chronic subdural hematoma
Pattern

Case

Bleeding site

A

1 ,2

Direct cerebral damage during operation

B-1

3,4,5,6,9,11

SDH on operated side caused by operation

B-2

7,8,10

SDH on operated side caused by drainage tube removal

C

12,13,14,15,16,17

SDH contralateral to operated side

D

18,19

Intracerebral hemorrhage

B

Cases with postoperative intracranial hemorrhage could be divided into four main patterns. Pattern A was characterized by intraoperative brain
contusion. Pattern B-1 was characterized by a subdural hematoma on the operated side. Pattern B-2 was characterized by a subdural hematoma on
the operated side caused by blood vessel damage at the time of drainage tube removal. Pattern C was characterized by a subdural hematoma
contralateral to the operated side. Pattern D was characterized by an internal hemorrhage of the brain parenchyma.
SDH : subdural hematoma

者，MMT 2 以下が 3 患者であった。術前の血腫量は

おいてよく遭遇する疾患であり，診断および治療とも

平均（ ± 標準偏差）92.3（ ± 44.4）ml であった。血腫の

確立されている。しかし，術後の合併症の報告はこれ

吸 収 値 は high が 3 血 腫 ，iso が 7 血 腫 ，mixed が 8 血

までもある 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12）。今回，当院で経験した慢性

腫，niveau が 3 血腫であった。初回手術が 20 血腫で再

硬膜下血腫穿頭術症例に対して術後頭蓋内出血を合併

発に対する再手術は 1 血腫であった。抗凝固薬・抗血

した症例を検討した。術後頭蓋内出血を合併した症例

小板薬の内服は抗凝固薬 3 患者，抗血小板薬 3 患者，

は 19 患者（ 21 血腫）1.76％（ 1.67％）であり，これま

両方内服 1 患者であった。血液凝固能，血小板数に関

での報告通り比較的稀であった 1,4,5,6,7,8,12）。

しては当院での正常値を基準にした。凝固異常は PT-

脳神経外科領域での頭蓋内手術症例において，発症

INR 1.11 以上が 7 患者，血小板は 15.8 未満が 8 患者で

前の状態に戻る症例は限られている。慢性硬膜下血腫

あった。既往歴は高血圧症 8 患者，糖尿病 2 患者，肝

は血腫を除去すれば，発症前の状態に戻ることができ

疾患 4 患者，心疾患 6 患者，肺塞栓 1 患者，脳卒中 5

る疾患のひとつである。今回の症例は発症前の ADL

患者，悪性腫瘍 7 患者，腎機能は eGFR60 未満が 7 患

は mRS で 2 以下が 17 患者，mRS で 3 が 2 患者で自立

者であった。外傷の既往ありが 10 患者，外傷の既往

した患者が多かった。退院時の mRS が発症前と比較

不明が 9 患者であった。頭部 CT 所見としては脳挫傷

して低下している患者は 11 患者であった。つまり慢

2 患者（ 2 血腫），術側の硬膜下血腫が 9 患者（ 10 血

性硬膜下血腫穿頭術後に頭蓋内出血を合併すること

腫）
，そのうちドレナージチューブ抜去後が 3 患者（ 3

で，ADL を低下させる危険性が高いと考えられる。

血腫）
，対側の硬膜下血腫 4 患者（ 4 血腫）
，大脳鎌あ

可能な限り合併症を起こさないようにしなければなら

，脳実
るいは小脳テントの硬膜下血腫 2 患者（ 3 血腫）

ない。

質内出血 2 患者（ 2 血腫）であった。治療は開頭術が 4

頭蓋内出血をパターン A（術中直接脳損傷）2 患者

血腫，穿頭術が 5 血腫，保存的が 12 血腫であった。退

（ 2 血腫）
，パターン B（術側硬膜下血腫）9 患者（ 10 血

院時予後は mRS で 0 が 4 患者，1 が 3 患者，2 が 4 患

腫）
，パターン C（術側以外硬膜下血腫）6 患者（ 7 血

者，3 が 1 患者，4 が 3 患者，5 が 2 患者，6 が 2 患者で

腫）
，パターン D（脳実質内出血）2 患者（ 2 血腫）に分

類した（Table 3）
。それぞれ代表的な頭部 CT 画像（慢

あった。

性硬膜下血腫穿頭術前と後）を Fig.1〜Fig.5 に示す。

穿頭術後頭蓋内出血合併例と穿頭術後頭蓋内出血非

合併例比較を Table 2 に示す。統計学的に有意差が

パターン A は頭部 CT で術側硬膜下腔に接した皮質
に挫傷を生じており，術中の操作に問題があると考え

あったのは，悪性腫瘍の既往のみであった。

られた。Case 1 は穿頭時の手回しドリルによる損傷

Ⅴ─────────────── 考

で，意識レベルの低下，片麻痺の進行があり，直後の

察 ─

頭部 CT で脳挫傷，硬膜下血腫を確認し緊急に開頭血
腫除去術を施行し経過良好であった。Case 2 はドレ

慢性硬膜下血腫は，脳神経外科領域では日常診療に
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Fig.1 Pattern A; Direct cerebral damage during operation
(Case 1).

Fig.3 Pattern B-2; SDH on operated side caused by drainage tube removal (Case 10).

Fig.4 Pattern C; SDH contralateral to operated side (Case
15).

Fig.2 Pattern B-1; SDH on operated side caused by operation (Case 5).

ナージチューブによる損傷で，術後に構音障害が出現
し，術直後の頭部 CT で脳挫傷を確認し保存的に加療
したが構音障害が残存した。十分に注意した手術操作
が必要であり，術直後の頭部 CT による確認が重要と
考えられた。
パターン B は術側の硬膜下血腫であり，手術の合併

Fig.5 Pattern D; Intracerebral hemorrhage (Case 18).

症（B-1）とドレナージチューブ抜去時の合併症（B-2）
に分類できた。パターン B-1 は 5 患者（ 6 血腫）であっ
た。Case 3, 4 は特に症状はなかったが，術翌日の頭部

CT で術側に硬膜下血腫を確認し保存的に加療した。

側に硬膜下血腫を確認し，保存的に加療した。パター

特に症状の出現はなかった。Case 5 は術翌日に意識レ

ン B-2 は 3 患者（ 3 血腫）であった。Case 7, 10 は術翌

ベル低下，右片麻痺が出現し，頭部 CT で術側に硬膜

日の頭部 CT で特に問題はなく，ドレナージチューブ

下血腫を確認し，緊急開頭血腫除去術を施行した。さ

を抜去した後に意識レベルが低下した。頭部 CT で術

らに翌々日意識レベル低下，右片麻痺が再度出現し，

側に硬膜下血腫を確認し正中線の偏位もあり，緊急に

頭部 CT で血腫の再増大を確認し，緊急外減圧開頭血

開頭血腫除去術を施行したが予後は不良であった。

腫除去術を施行した。特に後遺症なく退院した。Case

Case 8 は術翌日の頭部 CT で特に問題なく，ドレナー

6 は特に症状はなかったが，術翌日の頭部 CT で両側

ジチューブを抜去した後に頭痛があり，頭部 CT を施

とも硬膜下血腫を確認し，緊急に穿頭術を施行した。

行し術側に硬膜下血腫とくも膜下出血を確認した。保

特に後遺症なく退院した。Case 9, 11 は特に症状はな

存的加療で特に後遺症なく退院した。パターン B-1 は

かったが，それぞれ，術翌日，術直後の頭部 CT で術

比較的予後は良好であった。Case 5 は穿頭術翌日と開
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頭術翌々日に硬膜下腔に出血を繰り返しており，甲状

観察したが，翌日意識レベルが低下し頭部 CT で血腫

腺癌術後からの甲状腺機能低下症のために出血傾向が

も増大しており，穿頭術を施行したが麻痺は残存し

あった可能性が考えられる 11）。Case 3, 4, 6, 9, 11 は活

た。Case 18, 19 とも悪性腫瘍があり，出血傾向の状

動性の出血はなかった可能性が高い。パターン B-2 は

態であったと考えられた。血腫除去で頭蓋内圧が減圧

ドレナージチューブ抜去時に血管損傷を合併したと考

され脳の圧排が解除された時に出血した可能性が考え

えられ予後は不良であった。Case 7, 10 は術中に頭皮

られた 6）。
手術部位に出血した場合（パターン A, B）は，パ

を確認したが出血源の確定はできなかった。しかし，
ドレナージチューブを抜去した直後にドレナージ

ターン B-1 は活動性の出血はなく比較的予後良好で

チューブ挿入部から拍動性に出血がはじまり，急速に

あった。直接脳損傷とドレナージチューブ抜去時の

意識レベルが低下しており浅側頭動脈の損傷と判断し

合併症は活動性の出血が多かった。手術以外の部分

た。Case 8 はドレナージチューブ抜去後の CT で出血

に出血した場合（パータン C, D）は，悪性腫瘍や抗

量は少量であり，経過の頭部 CT でも血腫量の増大は

凝固薬・抗血小板薬の内服があり出血傾向の状態で

なく脳表の静脈の損傷と判断した。ドレナージチュー

あったと考えられ，予後も不良であった。
穿頭術後頭蓋内出血合併例と術後頭蓋内出血非合併

ブは挿入時に浅側頭動脈を確認し損傷しないように注

例の比較では，統計学的に有意であったのは悪性腫瘍

意し，抜去時も十分注意が必要である。
パターン C は術側以外の硬膜下血腫であり，Case

であった。悪性腫瘍合併症例は出血傾向の可能性があ

12 は術直後から意識レベル低下があり，頭部 CT で対

り注意が必要である。患者背景として，抗凝固薬・抗

側および頭蓋底部の硬膜下血腫を確認した。全身管理

血小板薬の内服や肝機能障害，腎機能，虚血性心疾

を行い保存的に加療したが死亡退院した。Case 13 は

患，脳卒中，脳外科手術の既往など出血のリスクがあ

術翌日に左不全片麻痺が出現し頭部 CT で対側の硬膜

ると考えられたが，有意差はみられなかった。手術所

下血腫を確認し，緊急に穿頭術を施行した。経過良好

見として血腫側，手術側，術中洗浄液，術者の経験な

で特に後遺症なく退院した。Case 14 は術直後の頭部

どは直接手術に影響すると考えられたが，有意差はみ

CT で大脳鎌周囲や小脳テントに硬膜下血腫を確認し

られなかった。出血部位のパターンごとに特徴があ

た。特に症状の出現はなく保存的に加療した。Case

り，全体の症例も少ないため穿頭術後頭蓋内出血全体

15 は術直後に右不全片麻痺が出現し，頭部 CT で対側

としては，悪性腫瘍の既往以外に統計学的な有意差は

に硬膜下血腫を確認した。緊急に穿頭術を施行した。

なかったと考えられた。

意識レベルは改善したが右不全片麻痺が残存した。

Case 16 は術直後の頭部 CT で大脳鎌周囲に硬膜下血

Ⅵ─────────────── おわりに ─

腫を確認した。特に症状はみられず保存的に経過観察
したが下肢の筋力低下で ADL が低下した。Case 17 は

慢性硬膜下血腫穿頭術後の頭蓋内出血合併症例の

術翌日に意識レベル低下，左不全片麻痺が出現し頭部

検討を行った。全体では悪性腫瘍合併症例は統計学

CT で対側に硬膜下血腫を確認した。保存的に加療し

的に有意に穿頭術後の頭蓋内出血合併例が多かった。

たが，前立腺癌があり癌の進行で死亡退院した。パ

手術を行った硬膜下腔以外の出血は，何らかの出血

ターン C は 6 患者中 5 患者で抗凝固薬・抗血小板薬の

傾向を示している場合が多く，予後も不良であった。

内服があった。出血傾向の状態で血腫を除去し頭蓋内

術中操作およびドレナージチューブ抜去時の操作で

圧が減圧され，対側や大脳鎌周囲，小脳テントなど術

出血する可能性があり注意が必要である。

側以外に出血をしたと考えられた 6）。

本研究は当院の倫理委員会の承認を得て行った。

パターン D は脳実質内の出血であり，Case 18 は術
後も意識レベルの改善がなく，頭部 CT で対側尾状核

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。

に出血を確認した。保存的に加療したが ADL は低下
した。Case 19 は術直後の頭部 CT で同側皮質下に出
血を確認した。意識レベルの低下がなく保存的に経過
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血管内ステント留置術を施行した

遅発性外傷性頚部頚動脈解離性動脈瘤

の小児例
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Traumatic extracranial carotid artery aneurysms are rare
in the pediatric population. Treatment options include
surgery, anticoagulation therapy and endovascular treatment. There have been only limited reports in the literature
documenting endovascular carotid artery stent placement
in the pediatric population.
We present a case of endovascular carotid stenting for
traumatic carotid dissecting aneurysm in a 11 years-old
boy. The boy presented right arm weekness after falling
from ninth floor. His head computed tomography (CT)
scan demonstrated traumatic subarachnoid hemorrhage.
Angiography was performed to control severe nasal bleeding, and severe stenosis was demonstrated at extracranial
internal carotid artery.
CT angiography on 27th day showed extracranial internal
carotid artery dissecting at the same place. Endovascular
stenting was used to treat the dissecting aneurysm 47 days
after injury.
A follow-up CT angiography performed at seven months
showed no recurrence of aneurysm nor stenosis.
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にて良好な転帰を辿った外傷性頚部内頚動脈解離性

Ⅰ─────────────── はじめに ─

動脈瘤を経験したので報告する。

頚部頚動脈解離は稀な疾患で，その多くは大人に
見られることが多く，小児ではより稀と言える。動

Ⅱ─────────────── 症

脈瘤は真性と仮性に分けられ，原因として頚動脈解

例 ─

離，外傷，手術，感染，放射線，結合組織病などが

患 者：11 歳，男児

関与している。出血や梗塞により高率で神経症状を

主 訴：転落外傷による意識障害

きたすため，治療は抗凝固療法や，頭蓋内外血管吻

既往歴：特記事項無し

合術，血管内ステントによる血管形成術などが行わ

現病歴：自宅マンション 9 階からコンクリートの地

れる 14）。今回，我々は頚動脈血管内ステント留置術

面に転落して受傷し，当院救命救急センターに救急

131

神経外傷 Vol.39 2016

Fig.1 CT obtained on admission displays sabaracnoid
hemorrage.

Fig.2 Left common carotid artery angiography displays
dissection at left extracranial internal carotid artery.

車で搬送された。
来 院 時 所 見 ：血 圧 69 ⁄ 36 mmHg 脈 拍 165/min と
ショック状態であり，左前頭部から眼瞼周囲の腫脹，
鼻腔内に活動性出血，左上腕変形を認めた。意識レ
ベルは Japan coma scale（JCS）Ⅲ-100，Glasgow coma

scale（GCS）7（E1V2M4），左瞳孔の散大と対光反射
の消失を認め，右瞳孔は 4 mm で対光反射は緩慢で
あ っ た 。右 上 下 肢 は Manual Muscle Test（MMT）1
の運動麻痺を認めた。頭部 CT で外傷性くも膜下出
血，気脳症，左側頭骨骨折を認め（Fig.1）
，全身 CT
では左頬骨骨折，上顎骨骨折，縦隔気腫，気胸，左
上腕骨骨折，左橈骨骨折も認めた。
入院後経過：活動性鼻出血によるショック状態に

Fig.3 CT Angiography at 27 day displays dissecting
aneurysm at the left extracranial internal carotid artery.

対し，輸血を施行し，気管内挿管をした後，緊急血管
撮影を施行した。上顎動脈から造影剤漏出を認め，同
部位をコイル塞栓した。その際に，左頚部頚動脈分岐
部より 2 cm 遠位側に左頚部内頚動脈の不整な狭窄を

mmH2O にまで上昇し，バルビツレート昏睡療法を

認め，頚部内頚動脈解離と診断した（Fig.2）
。受傷 2

開 始 し た 。受 傷 7 日 目 に は ICP は 改 善 し バ ル ビ ツ

日目，頭部 CT で左硬膜外血腫，左大脳半球に脳挫傷

レート昏睡療法を終了した。受傷後 12 日目 JCSⅡ-10，

および脳梗塞を認めた。受傷 3 日目，両側瞳孔散大，

GCS 9（E3VTM5）まで改善し抜管した。受傷 26 日

対光反射消失と神経所見が悪化し，頭部 CT で右大脳

目，GCS 14（E4V4M6）となり，脳浮腫改善し，冷

半球脳梗塞認め，脳浮腫増強による脳ヘルニアの危険

結保存自家骨を用いて頭蓋形成術を施行した。受傷

が高いと判断し外減圧術および頭蓋内圧センサー設置

27 日目造影 CT Angiography で，左頚部内頚動脈解

術を施行した。術直後は，Intracranial Pressure（ICP）

離部に新たに解離性動脈瘤の出現を認めた（Fig.3）
。

は 40 mmH2O であったが，受傷 4 日目には ICP は 200

受傷 42 日目に左頚部内頚動脈解離性動脈瘤に対し，
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Ⅲ─────────────── 考

察 ─

鈍的な頭頚部外傷後の頚動脈解離の発生率は 0.3〜

0.67％と報告されている 1,5）。小児においてはより頻
度は少なくおよそ 0.03％と報告されている 6）が，症
状なく検査に至らない例も多く存在すると考えられ
ており，正確な頻度は不明である。
小児では動脈に弾力性があるため，外力に対して
損傷されにくく断裂は起こりにくいが，内膜を損傷
した場合，脳梗塞が起こり得る 3）。成人では外傷性
閉塞性脳血管障害は遅発性が多いとされるのに対し，
小児例ではほとんどが受傷後 6 時間以内の外傷後比
較的早期に発症するとされている 4）。虚血症状が遅
発性に出現するのは血栓形成により血管が狭窄し閉

Fig.4 Angiography at 46 day displays endovascular
stenting at the left extracranial internal carotid artery.

塞するのに時間を要するためとされ，小児では血管
径が小さく症状発現のまでの時間が短い可能性が指
摘されている。本症例でも来院時にはすでに右片麻
痺を認めており，頭部 CT では明らかではなかった
が，脳梗塞が発症していたものと考えられる。
頚動脈解離では頭蓋内と頭蓋外では異なる臨床症
状として発現する。頭蓋内頚動脈解離ではくも膜下
出血として発症することが多い一方で，頭蓋外頚動
脈解離では多くは虚血症状として発症する。
本症例は受傷直後には頚動脈解離により狭窄を認
め，遅発性に解離性動脈瘤の形成を認めている。受
傷直後は内膜と中膜の動脈解離部に血栓が形成され
て狭窄を生じ，時間経過で血流による圧力から内膜
損傷部に遅発性に動脈瘤が形成されるとする報告が
多い 8,11,15,16）。
小児の外傷性頚部頚動脈解離の自然歴に関する報

Fig.5 CT Angiography 7 months latter displays no
recurrence of aneurysm nor arterial stenosis at the left
extracranial internal carotid artery.

告は少なく治療法に関して，議論の余地がある。治
療法としては，抗凝固薬や抗血小板薬が初めに選択
されることが多い 7,12,13）が，小児であることから内服
のコンプライアンスを考慮して抗血小板薬が推奨さ

右大腿動脈からカテーテルを挿入し，Carotid wall

れている 10）。最大限の内科治療を施行しても，一過

stent（コバルト・クロム合金）を用いて血管内ステン

性脳虚血発作や脳梗塞が再発，進行する場合には外

ト留置術を施行し（Fig.4）
，抗血小板薬（アスピリン

科的治療が考慮される。また，仮性動脈瘤が形成さ

100 mg/day）を 3 ヵ月間内服とした。受傷 7 ヵ月後の

れた場合には積極的な外科的治療の介入を勧める報

CT Angiography では頚部内頚動脈の動脈瘤再発や狭

告がある 10）が，小児例では頚動脈ステント後の長期

窄を認めなかった（Fig.5）
。患児は現在，左眼の光覚

予後において不明な点が多く，また合併症に関して

脱失と高次脳機能障害を認めてはいるが，四肢の運

も成人より複雑であり，その適応は限定的であると

動障害なく以前と同じ学校に通っている。

されている。9 例の小児例での血管内治療についてま
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重症頭部外傷後の paroxysmal

A case of paroxysmal sympathetic hyperactivity
due to a severe traumatic brain injury followed
by intrathecal baclofen therapy

sympathetic hyperactivity に

対しバクロフェン髄注療法が
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有用であった 1 例
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Paroxysmal sympathetic hyperactivity (PSH) is a form
of autonomic instability, following acute neurological
insults, such as severe traumatic brain injury. PSH is
characterized by intermittent agitation, diaphoresis, hyperthermia, hypertension, tachycardia, or tachypnea, accompanied by hypertonic movement. We treated a 13-yearold girl who suffered from autonomic instability, associated
with elbow flexion of both arms, two months after a
traffic accident. Her conscious was disturbed and she did
not respond to verbal commands. Magnetic resonance
imaging showed diffuse axonal injury signs in the basal
ganglia. Ictal body temperature was >39ﾟC, with prominent
sweating on the forehead. Physical and laboratory examination revealed no abnormalities besides elevated creatine
kinase levels. These episodes lasted approximately a few
minutes twice a day. Given the extreme episodes and
background, PSH was suspected. However, conventional
therapy with antipyretic, anti-convulsants, and sedatives
was ineffective. Oral baclofen was not effective. The severe
spasticity in both arms prevented full rehabilitation, and
she was transferred to our hospital. Following lumbar
intrathecal baclofen therapy (ITB), autonomic instability
resolved, and she appeared to be more comfortable. A
pump was implanted for continuous ITB, and good recovery was seen after the procedure. The patient was transferred to a rehabilitation hospital. Comatose status was
gradually relieved. ITB appears to offer a useful therapeutic
option for intractable PSH with severe spasticity.
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傷の急性期に，PSH と思われる自律神経異常を認め

Ⅰ─────────────── はじめに ─

た 1 小児例を経験した。患児は体幹・四肢の異常筋緊

Paroxysmal sympathetic hyperactivity（ PSH）は 重

張も著明であり，PSH の時期に intrathecal baclofen

症頭部外傷の後に交感神経系が発作性に過活動状態

therapy（以下 ITB）を導入したところ PSH も消失し

になる病態である 4）。今回われわれは，重症頭部外

たので報告する。
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Fig.2 (A) Photograph of the patient before intrathecal
baclofen therapy (ITB) showing marked spasticity in
both arms (arrow). (B) Prominent sweating on the forehead during attacks (arrow).

Fig.1 Magnetic resonance imaging on hospital day 11
disclosed multiple signal hyperintensities, indicating
diffuse axonal injury.

Ⅱ─────────────── 症

著明になり，手指における皮膚色も発作中は悪化し

例 ─

た（Fig.2）
。血液検査での creatine kinase（CK）値が，

患 者：13 歳，女児

受傷直後から高値を呈しており，発症 1 ヵ月後におい

歩行中に乗用車にはねられて受傷し，他院へ搬送さ

ても 1000 IU/l 以上であった（正常値：20～150 IU/l）
。

れた。意識レベル Glasgow coma scale 5（E1V1M3）
，

以上の状態であり，まず対症療法として acetamino-

瞳孔不同（右＞左）を呈しており，頭部 CT では外傷

phen を 1 日 4 回定期投与したがほぼ無効であった。筋

性くも膜下出血を認めた。頚部以下では左気胸に対

緊張緩和を目的として sodium valproate，clonazepam

して胸腔ドレナージ管理を要したが他に明らかな臓

など抗てんかん剤の投与でも十分な改善は得られず，

器損傷は認めず，重症頭部外傷として ICP 管理下に

diazepam の靜注は一過性の効果でしかなかった。ま

保存的治療を行った。集中治療室にて気管内挿管，

た患児は向精神薬，抗パーキンソン薬の投与歴ある

人工呼吸器下に midazolam および fentanyl による鎮

いは全身麻酔手術の既往はなかった。これらの結果

静管理を行い，気胸の改善後，受傷後 12 日に抜管，

より，vital sign の異常をきたす原因として，頭部外

鎮静・鎮痛薬の投与も終了したが，意識障害は遷延

傷後の自律神経異常に伴う発作，すなわち PSH を疑

を認めた。頭部 MRI にて左基底核および右視床に

い，受傷 20 日目より baclofen，benzodiazepine の内

FLAIR 画像で高信号域を認め，びまん性軸索損傷と

服投与を追加した。しかしながら受傷から 50 日が経

診断した（Fig.1）。またこの頃より 1 日 2 回～3 回，数

過するも発作頻度は同様であり，また両上肢におけ

分から数十分続く 38.5～39.5℃の発熱を認めるよう

る著明な肘関節屈曲も継続し，リハビリ訓練も困難

に な り ，そ の 際 に は 脈 拍 150～180 beats／分 ，血 圧

であった。以上の経過から，異常筋緊張の改善に対

150～160 ⁄ 100 mmHg，頻呼吸（40 bpm）を伴うなど

する ITB 療法目的に当科へ紹介転院となった。

vital sign の異常も顕著であった。感染性疾患の精査

転院後経過：Baclofen 髄注のテストトライアルで

では，血液検査において炎症反応高値も認めず，各

は 4 時間後に両肘関節の筋緊張が改善したのみなら

種培養検査も陽性所見は検出されず，感染症は否定

ず，発熱・頻脈発作も認めず苦悶様表情が和らいだ。

的であった。左顔面には著明な発汗が認められ，両

また翌日，髄注した baclofen の効果が消失した 24 時

上肢の肘関節が過度に屈曲するなど筋緊張の亢進も

間後には，同様の発作が再燃した。したがって両上
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縮による筋緊張亢進も伴い，1 回の発作は 1 時間未満
から 10 時間，1～3 日間に 1 回の発生頻度とされてい
る 2）。診断はあくまで除外診断中心であり，鑑別診
断として悪性過高熱，悪性症候群，セロトニン症候
群，頭蓋内圧亢進症状，感染症，てんかん発作，鎮
痛薬や鎮静薬からの離脱症候群などがあげられる 2）。
原因として，頭部外傷後の 8〜15％に認められ 5），び
まん性軸索損傷や若年者に多く 7），GCS 8 以下の重
症頭部外傷後に多く発生することが特徴とされる 2）。
外傷以外の中枢神経疾患においても，低酸素脳症，
くも膜下出血，脳内出血，水頭症 9），さらには中脳
神経膠腫，水頭症，髄膜炎に併発したという報告が
ある 2,10,11）。また頭蓋内の損傷部位としては，視床お

Fig.3 Photograph of the patient one year after ITB,
demonstrating that she was regained the ability to walk
with help.

よび視床下部など主に間脳が関与すると思われるが，
前頭葉病変で発生した報告もある 1）。頭部外傷にお
ける PSH の発生時期については，集中治療における
鎮静管理の中止により発生し，神経症状の改善とと
もに症状軽減するとされるが，受傷 14 ヵ月後まで遷
延した例もある 4）。

肢の異常筋緊張のみならず PSH の改善も期待して，
受傷 54 日に ITB ポンプ埋め込みを施行した。カテー

重症頭部外傷の場合，脳損傷に PSH が加わること

テル刺入点は L2/3 レベルであり尖端は C5/6 レベルと

で，高体温による頭蓋内圧亢進のため神経症状悪化，

した。

さらにはエネルギー消費による全身合併症の出現な

術後経過：Baclofen 用量は 25 µg／日から開始し，

ど，全身状態の悪化が危惧される 4）。PSH では CK

術後 4 日目に PSH は消失し，解熱剤の定期的投与が

値上昇は必ずしも伴わないが 2），本症例では受傷直

不要となった。血中 CK 値は手術 1 週間後より低下

後から著明に上昇していたのが，ITB 術後に速やか

し，正常化した。さらに両肘関節痙縮による可動域

に CK 低下を認めており，過度の筋緊張による横紋

制限に対しては ITB 用量の増量にて対処し，110 µg／

筋融解が原因と考えられた。

日にて改善を認めた。埋め込み 1 ヵ月後に回復期リ

PSH の治療では，内服薬として発熱に対して解熱

ハビリテーション病院へ転院したが，経過とともに

剤を，高血圧および頻脈には α作動薬および propra-

意識も改善し，受傷 10 ヵ月後に自宅退院した。現

nolol などの β遮断薬を，さらには鎮静目的で benzo-

在，高次機能障害および右不全片麻痺は残存したが

diazepine，midazolam，clonazepam を，さらに麻酔

短下肢装具にて歩行可能となり，通院によるポンプ

薬については morphine のようなオピオイド阻害薬や

の薬液補充を継続中である（Fig.3）。

fentanyl が推奨される 10）。Bromocriptine や clonidine
が有効である報告もあるが，その効果は一致してい

Ⅲ─────────────── 考

な い 9）。 Beguley ら 3）は gabapentin の 有 用 性 を 報 告

察 ─

している。さらには拘縮や痙縮により関節の永久的
変形あるいは横紋筋融解を予防する目的には，

PSH は autonomic dysfunction syndrome，diencepha-

dantrolene および GABA-B 作動薬として経口および

lic seizures，paroxysmal sympathetic storm，midbrain
syndrome などの名称で用いられる 2）。

髄腔内の baclofen 投与が有効である報告 9），さらに

，
臨床的特徴として高熱（ 38.5℃），頻脈（130／min）

Lee ら 8）はアルコールブロックおよびボツリヌス毒素

高血圧，頻呼吸（30／min），異常発汗，間欠的不穏，

治療を行っている。

dysregulatory

ITB は中枢神経障害による痙縮あるいはジストニ

さらに不随意運動，除脳・除皮質硬直肢位などの痙
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3） Baguley IJ, Heriseanu RE, Gurka JA, et al: Gabapentin in the
management of dysautonomia following severe traumatic brain
injury: a case series. J Neurol Neurosurg Psychiatry 78: 539541, 2007.

アに対する治療法であるが，髄腔内に baclofen を直
接投与することで経口投与の 1 ⁄ 100 から 1 ⁄ 1000 程度
の量で筋緊張の緩和が可能となるため，内服治療に

4） Baguley IJ, Nott MT, Slewa-Younan S, et al: Diagnosing
dysautonomia after acute traumatic brain injury: Evidence for
overresponsiveness to afferent stimuli. Arch Phys Med Rehabil
90: 580-586, 2009.

おける肝酵素上昇や眠気などの有害事象を回避でき
る。本症例と同様，ITB ポンプ埋め込み後に PSH が
改善した報告は過去にもあり 1,3,6），Becker らによれ

5） Baguley IJ, Slewa-Younan S, Heriseanu RE, et al: The
incidence of dysautonomia and its relationship with autonomic
arousal following traumatic brain injury. Brain Inj 21: 11751181, 2007.

ば髄液循環障害がない 4 例中 3 例で有効であった 1）。
本症例においては比較的低用量の baclofen が PSH に
有効であったが，セカンドステップとして両肘関節

6） Cuny E, Richer E, Castel JP: Dysautonomia syndrome in the
acute recovery phase after traumatic brain injury. Relief with
intrathecal baclofen therapy. Brain Inj 15: 917-925, 2001.

痙縮に対して増量を要した。ITB 療法は観血的治療
ではあるが，異常筋緊張が著明に緩和しその後の拘
縮を予防するのみならず，早期のリハビリテーショ

7） Hendricks HT, Heerenb AH, Vos PE: Dysautonomia after
severe traumatic brain injury. Eur J Neurol 17: 1172-1177,
2010.

ンにもつながり，さらに内服薬も減量可能となる。
このように ITB 療法は PSH を併発した重症頭部外傷

8） Lee HS, Oh HS, Shin JH: Paroxysmal autonomic Instability
with dystonia managed using chemodenervation including
alcohol neurolysis and botulinum toxin type A injection: A
case report. Ann Rehabil Med 39: 308-213, 2015.

後の痙縮に対する治療選択肢の 1 つになりえると思
われた。

9） Rabinstein AA, Benarroch EE: Treatment of paroxysmal
sympathetic hyperactivity. Curr Treat Options Neurol 10:
151-157, 2008.

Ⅳ─────────────── おわりに ─

10) Ramdhani N, Sikma M, Witkamp T, et al: Paroxysmal autonomic instability with dystonia in a patient with tuberous
meningitis: in a case report. J Med Case Rep 4: 304, 2010.

PSH を併発した重症頭部外傷後の痙縮に対して
ITB 療法が有用であった 1 例を経験した。

11) Srinivasan S, Lim CT, Thirugnanam U: Paroxysmal
autonomic instability with dystonia. Clin Auton Res 17: 378381, 2007.

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
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第 40 回 日 本 脳 神 経 外 傷 学 会
開催のご案内
メインテーマ ：

神経外傷学の温故創新 ─若手脳神経外科医とともに─

会

期 ：

2017 年 3 月 10 日（金）
，11 日（土）

会

長 ：

三木 保（東京医科大学 医療の質・安全管理学分野 主任教授）

長 ：

河野 道宏（東京医科大学 脳神経外科学分野 主任教授）

場 ：

浅草ビューホテル（東京都台東区西浅草）

副

会

会

ホームページ ：

http://neurotrauma40.umin.ne.jp

特別講演

“Neurotrauma as a Career”

1 ：

Professor Geoffrey T. Manley MD., Ph.D.
Department of Neurosurgery, University of California,
San Francisco (UCSF)
特別講演

2 ：

“Analysis of Mortality and Epidemiology of Traumatic Brain
Injury in Korea”

Professor Insoo Kim, M.D., Ph.D.
Department of Neurosurgery, Dongsan Medical Center,
Keimyung University College of Medicine
教 育 講 演 ：

“自動運転がもたらす事故のない社会”

特 別 企 画 ：

日本脳神経外傷学会事業 40 年の総括

日本自動車研究所 所長 永井正夫 氏
日産自動車株式会社 白𡈽良太 氏

1．頭部外傷データバンク事業
2．頭部外傷治療・管理ガイドライン作成委員会
3．外傷に伴う低髄液圧症候群作業部会
4．頭部外傷後高次脳機能障害委員会
5．スポーツ頭部外傷検討委員会
シンポジウム ：

1．初期・後期研修医に対する脳神経外傷教育の在り方
2．小児・高齢者虐待における脳外科医の役割
3．重症頭部外傷の治療の breakthrough
4．慢性硬膜下血腫の標準治療は何か？
5．外傷後高次機能傷害・後遺症（medico-social な対応も含め）
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参

加

費 ：

日本脳神経外傷学会

会員

非会員の医師
非会員のメディカルスタッフ
初期研修医，外国人留学生，医学部学生
（施設長の証明書の提示が必要です）

15,000 円
15,000 円
5,000 円
無

料

脳神経外傷教育セミナーに参加される方は，学会参加費が上記と異なります。
詳細はホームページをご参照ください。

会員懇親会 ：

浅草 花やしき
2017 年 3 月 10 日（金）夜 貸し切り
学会参加者は参加費無料（メディカルスタッフ，初期研修医，学生は有料）

学会事務局 ：

東京医科大学 脳神経外科
事務局長：中島 伸幸
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-7-1

TEL: 03-3342-6111
FAX: 03-3342-6291
E-mail: ntrauma40-office@umin.ac.jp
大会事務局 ：

株式会社ドゥ・コンベンション
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-23, 5F

TEL: 03-5289-7717
FAX: 03-5289-8117
E-mail: ntrauma40-office@umin.ac.jp
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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
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（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。
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6. 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費
については，単一の臨床研究に対して支払われ
た総額が年間 200 万円以上の場合は申告する。
奨学寄付金（奨励寄付金）については，単一の企
業・団体から，1 名の研究代表者に支払われた総
額が年間 200 万円以上の場合は申告する。

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

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

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

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

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

155

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
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