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This study was conducted to elucidate the recent trend
of geriatric head injury in the Japan Neurotrauma Data
Bank. 

Three hundred and eighty patients and 479 over 65
years of age were enrolled in Project 2004 and Project
2009, respectively.  Those were divided into 2 groups:
aged (65 to 74 years of age) and highly aged (75 years
of age or more) groups.  Analyzed issues were distribu -
tion of the patients, cause of injury, incidence of
alcohol intake, Glasgow Coma Scale (GCS) score, CT
findings, incidence of multiple systemic injury, treat-
ment and outcomes at discharge after injury.  The out -
comes were evaluated using Glasgow Outcome Scale.
Results : As for the recent trends: 1) Highly aged

patients had been increased, 2) Cause of injury: Fall
or tumble was more frequent, especially in the highly
aged group, 3) GCS score : rate of GCS 3 to 8 was
higher in the highly aged.  4) CT findings : Percentage
of diffuse injury was lower in the highly aged.  In the
mass lesion, acute subdural hematoma was more in -
creased in the highly aged.  5) Surgical treatment :
neuro surgical operation was less frequent in the highly
aged, and rate of operation had been more increased
in both the aged and the highly aged groups.  6)
Medical treatment: Temperature management was less
common in the highly aged.  7) Outcomes at discharge
were worse in the highly aged, but no serial change
was observed in both age groups. 

These results indicated that the clinical features,
treatment and outcomes were different between the
aged and the highly aged groups.  These two age
groups could be considered as the different clinical
entity.  The outcomes had not been improved despite
the rate of surgical treatment had been increased in
both two age groups.

頭部外傷データバンクからみた高齢者頭部外傷の経年変化：
高齢群と超高齢群の比較
Recent trend of geriatric head injury in the Japan Neurotrauma Data Bank:
Comparison of the data between aged and highly aged groups
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

超高齢社会を迎え，高齢者の頭部外傷は増加傾
向を示し，その対応は喫緊の課題といえる。一方，
高齢者の頭部外傷は一般的には転帰不良とされて
いるが，その年齢層別の病態や治療についてはほ
とんど詳述されていない。

2015年著者らは頭部外傷データバンク（JNTDB）
のOne Week Study（OWS）とProject（P）Studyに
おける高齢者頭部外傷の最近の動向について本誌
に報告した 7）。今回はP Studyに登録された高齢者
頭部外傷例をさらに高齢群と超高齢群の2群に分類
し，P2009の両群における病態，治療，転帰につ
いて分析した。さらにP2004とP2009の比較から，
経年変化についても検討したので，若干の文献的
考察を加え報告する。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

JNTDBのP2004, P2009（研究参加施設数：P2004;
19施設，P2009; 22施設）にはそれぞれ1101例，
1091例が登録されたが，そのうち65歳以上の高齢
者は P2004 で 380 例（ 34.6％）, P2009 で 479 例
（43.9％）であった。これらを高齢群（65〜74歳）
と超高齢群（75歳以上）群の2群に分類し，症例分
布，受傷原因，受傷時の飲酒状況，Glasgow Coma
Scale（GCS）score，CT所見，多発外傷の有無，治
療，頭蓋内圧（ICP）モニタリングの頻度および退
院時転帰について分析した。CT所見はTraumatic
Coma Data BankのCT分類 5）を用いて検討し，ま
た多発外傷はAbbreviated Injury Score 3以上が多
部位に存在するものと定義した。転帰はGlasgow
Outcome Scaleを用いて評価した。統計学的解析
にはχ2検定を用い，5％未満を有意確率5％とした。

Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

〔 1〕症例分布

65歳以上の例の内訳はP2004では高齢群182例
（47.9％），超高齢群198例（52.1％），P2009では

高齢群199例（41.5％），超高齢群280例（58.5％）
であり，P2009で超高齢群の割合が高い傾向に
あった（p=0.0628）。

〔 2〕受傷原因

受傷原因を交通事故，転落・転倒，その他の3群
に分類し検討した（Table 1-1）。

P2009では超高齢群で交通事故が24.6％と少な
く，転落・転倒が62.5％と多い傾向にあったが，
高齢群との間に有意差は認められなかった。また
経年変化では交通事故が高齢群，超高齢群でそれ
ぞれ−11.6％，−10.2％と減少傾向を示したが，そ
の変化は超高齢群のみで有意であった（p=0.0109）。
さらに，交通事故を四輪車群，二輪車群，自転

車群，歩行者群の4群に分け分析したが，P2009
では高齢群と超高齢群の間に差を認めなかった
（Table 1-2）。経年変化では歩行者事故が高齢群，
超高齢群でそれぞれ+11.5％，+7.3％と増加傾向
を示したが，両群間に差を認めなかった。

〔 3〕受傷時の飲酒状況（Table 2）

搬入時飲酒が確認された例はP2009では高齢群
で19.6％，超高齢群で10.0％と後者で有意に少な
かった（p=0.0051）。しかし経年変化は高齢群，超
高齢群ともに増加傾向を示したが，有意差を認め
なかった。

〔 4〕Glasgow Coma Scale score（Table 3）

GCS score 3〜8を重症例，9〜15を非重症例と
定義し分析した。

P2009では超高齢群で重症例の割合が73.9％と
有意に高かった（p=0.0271）。また経年変化では高
齢群で重症例の占める割合が−7.1％と有意に減少
したが（p=0.0169），超高齢群では変化を認めな
かった。

〔 5〕CT 所見

CT 所見はびまん性損傷（DI）と局所性損傷
（mass）の2群に大別し分析した（Table 4）。P2009
では超高齢群で DI が 22.1％と少なく，mass が
77.1％と高率であった（p=0.0488）。また経年変化
では高齢群でDIが10.4％増加し，massが10.9％

神経外傷 Vol.40 2017
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Age group 65–74 years 75 years or more

Project Project 2004 Project 2009 Project 2004 Project 2009

Alcohol (+) 24 (13.2) 39 (19.6) 13 (  6.6) 28 (10.0)

Alcohol (−) 121 (66.5) 132 (66.3) 146 (73.7) 201 (71.8)

unknown 37 (20.3) 28 (14.1) 39 (19.7) 51 (18.2)

Total 182 199* 198 280*

Table 2 State of alcohol intake in two age groups

*p=0.0051
Parentheses indicate percentage

Table 3 Glasgow Coma Scale score in two age groups

Age group 65–74 years 75 years or more

Project Project 2004 Project 2009 Project 2004 Project 2009

GCS 3–8 130 (71.4) 128 (64.3) 144 (72.4) 207 (73.9)

GCS 9–15 52 (28.6) 71 (35.7) 54 (27.6) 73 (26.1)

Total 182* 199*,** 199 280**

Mean 7.0 7.6 7.0 7.0

SD 3.8 4.0 3.6 3.6

Median 6 7 6 6

*p=0.0169, **p=0.0271
GCS: Glasgow Coma Scale, SD: standard deviation
Parentheses indicating percentage

Age group 65–74 years 75 years or more

Project Project 2004 Project 2009 Project 2004 Project 2009

Traffic accident 77 (42.3) 61 (30.7) 69 (34.8) 69 (24.6)

Fall ⁄ Tumble 88 (48.4) 107 (53.8) 115 (58.1) 175 (62.5)

Others 14 (  7.7) 20 (10.1) 13 (  6.6) 36 (12.9)

Not described 3 (  1.6) 11 (  5.5) 1 (  0.5) —

Total 182 199 198* 280*

Table 1-1 Cause of injury in two age groups

*p=0.0109
Parentheses indicate percentage

Age group 65-74 years 75 years or more

Project Project 2004 Project 2009 Project 2004 Project 2009

4 wheel vehicle 5 (  6.5) 5 (  8.2) 4 (  5.8) 3 (  4.3)

Motorcycle 10 (13.0) 8 (13.1) 9 (13.0) 9 (13.0)

Bicycle 25 (32.5) 18 (29.5) 23 (33.3) 19 (27.5)

Pedestrian 29 (37.7) 30 (49.2) 31 (44.9) 36 (52.2)

Not described 8 (10.4) — 2 (  2.9) 2 (  2.9)

Total 77 61 69 69

Parentheses indicate percentage

Table 1-2 Details of traffic accident in two age groups



4

減少したが（p=0.0184），超高齢群では変化を認め
なかった。

さらにmassの内訳について検討した（Table 5）。
P2009では超高齢群で急性硬膜下血腫が68.1％と多
く，混合血腫が24.5％と低率であった（p=0.0005）。
経年変化では超高齢群で急性硬膜下血腫，混合血
腫の割合がそれぞれ+3.9％，+5.3％と増加した
（p=0.0436）。

〔 6〕多発外傷の頻度（Fig.1）

多発外傷に関しては情報が十分に得られていな
い。P2009では多発外傷の頻度は高齢群で15.1％，
超高齢群で16.4％であり，両群間に差を認めな
かった。また経年変化では高齢群，超高齢群でそ
れぞれ −9.1％，−7.3％と減少傾向を示したが，有
意差がみられたのは前者のみであった（p=
0.0166）。

神経外傷 Vol.40 2017

Table 4 CT findings in two age groups

Age group 65–74 years 75 years or more

Project Project 2004 Project 2009 Project 2004 Project 2009

DI Ⅰ 4 2 6 5

DI Ⅱ 24 (13.2) 36 (18.1) 34 (17.2) 42 (15.0)

DI Ⅲ 6 15 4 5

DI Ⅳ 1 7 3 10

Not described 1 — — —

DI total 36 (19.8) 60 (30.2) 47 (23.7) 62 (22.1)

EM 85 (46.7) 83 (41.7) 78 (39.4) 133 (47.5)

nEM 61 (33.5) 55 (27.6) 73 (36.9) 83 (29.6)

Mass total 146 (80.2) 138 (69.3) 151 (76.3) 216 (77.1)

Not described — 1 (  0.5) — 2 (  0.7)

Total 182* 199*,** 198 280**
*p=0.0184, **p=0.0488

DI: diffuse injury, EM: evacuated mass, nEM: nonevacuated mass
Parentheses indicating percentage

Table 5 Mass lesions in two age groups

Age group 65–74 years 75 years or more

Project Project 2004 Project 2009 Project 2004 Project 2009

EDH 10 (  6.8) 10 (  7.2) 10 (  6.6) 5 (  2.3)

SDH 72 (49.3) 63 (45.7) 97 (64.2) 147 (68.1)

ICH 8 (  5.5) 3 (  2.2) 3 (  2.0) 4 (  1.9)

Contusion 8 (  5.5) 5 (  3.6) 12 (  7.9) 6 (  2.8)

Combined 46 (31.5) 57 (41.3) 29 (19.2) 53 (24.5)

Not described 2 (  1.4) — — 1 (  0.5)

Total 146 138* 151** 216*,**
*p=0.0005, **p=0.0436

EDH: epidural hematoma, SDH: subdural hematoma, ICH: intracerebral hematoma
Parentheses indicating percentage
Combined implying combination of EDH, SDH, ICH and contusion
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〔 7〕治療

（1） 脳神経外科手術（減圧術）（Fig.2）

脳神経外科手術の頻度は，P2009では超高齢群
で60.7％と有意に低率であった（p=0.0296）。また
経年変化では高齢群，超高齢群でそれぞれ+11.1％，

+12.7％と増加した（高齢群；p=0.0243，超高齢
群；p=0.0058）。

（2） 内科治療
内科治療は高浸透圧性利尿薬，バルビツレート

療法，過換気療法および体温管理に注目し検討し
た。

神経外傷 Vol.40 2017

Fig.1 Incidence of multiple systemic injury (Abbreviated
Injury Score 3 or more) in two age groups.
P: Project

Fig.2 Incidence of neurosurgical operation (decompres-
sion) in two age groups.
P: Project

Fig.3 Incidence of osmotic therapy in two age groups.
P: Project

Fig.4 Incidence of barbiturate and hyperventilation
therapy in two age groups.
P: Project

Table 6 Temperature management in two age groups

Age group 65–74 years 75 years or more

Project Project 2004 Project 2009 Project 2004 Project 2009

Hypothermia 13 (  7.1) 15 (  7.5) 5 (  2.5) 6 (  2.1)

Normothermia 43 (23.6) 56 (28.1) 40 (20.2) 58 (20.7)

No management 119 (65.4) 119 (59.8) 152 (76.8) 210 (75.0)

Not described 7 (  3.8) 9 (  4.5) 1 (  0.5) 6 (  2.1)

Total 182 199* 198 280*
*p=0.0008
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高浸透圧性利尿薬の投与はP2009では超高齢群
で35.4％と少ない傾向がみられた（p=0.0643）。経
年変化では投与が高齢群，超高齢群でそれぞれ
+8.6％，+10.2％と増加傾向を示したが，有意差
は認められなかった（Fig.3）。バルビツレート療法
は高齢群，超高齢群ともにほとんど行われていな
い治療であり，経年変化もみられなかった。過換
気療法の頻度はP2009では高齢群で6.0％，超高齢
群で8.6％であり，両群間に差がなく，また経年変
化も両群ともに認めなかった（Fig.4）。

体温管理についてはTable 6に呈示した。P2009
では超高齢群で低体温が 2.1％，積極的平温が
20.7％であり，その頻度が少なかった（p=0.0008）。
しかし経年変化は高齢群，超高齢群ともに認めら
れなかった。

〔 8〕頭蓋内圧モニタリング（Fig.5）

ICPモニタリングの頻度はP2009では高齢群で
30.7％，超高齢群で19.6％と後者で有意に低率で
あった（p=0.0056）。しかし経年変化は両群ともに
認められなかった。

〔 9〕退院時転帰（Table 7）

退院時転帰は P2009 では超高齢群で good re -
covery と moderate disability の 転 帰 良 好 例 が
11.8％と有意に少なく，死亡率は54.6％と高値で
あった（p=0.0085）。また経年変化は高齢群，超高
齢群ともに認められなかった。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

超高齢社会を迎え，高齢者の頭部外傷が増加傾
向を示すなかで，これまで高齢者を65歳以上ある
いは70歳以上と一括りにして検討されることが多
かった。しかし実際の臨床現場では高齢者といえ
ども年齢によって臨床像や転帰が異なることが経
験されており 1），また JNTDBの以前の検討でも75
歳を境界とした年齢による差が示されている 9）。
そこで，今回は JNTDBのP2004, P2009に登録さ
れた65歳以上の高齢者を65〜74歳の高齢群と75
歳以上の超高齢群の2群に分類し，前述のような
検討を行った。

神経外傷 Vol.40 2017

Fig.5 Incidence of intracranial pressure monitoring in
two age groups.
P: Project

Table 7 Outcomes at discharge in two age groups

Age group 65–74 years 75 years or more

Project Project 2004 Project 2009 Project 2004 Project 2009

GR 15 (  8.2) 15 (  7.5) 8 (  4.0) 12 (  4.3)

MD 26 (14.3) 26 (13.1) 16 (  8.1) 21 (  7.5)

SD 41 (22.5) 43 (21.6) 43 (21.7) 56 (20.0)

VS 21 (11.5) 23 (11.6) 26 (13.1) 38 (13.6)

Death 77 (42.3) 92 (46.2) 105 (53.0) 153 (54.6)

Not described 2 (  1.1) — — —

Total 182 199* 198 280*
*p=0.0085

GR: good recovery, MD: moderate disability, SD : severe disability, VS: vegetative state
Parentheses indicating percentage
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JNTDBにおける高齢者の頭部外傷患者数の増加
率は65歳以上で27％，75歳以上で43％であり，
人口統計におけるそれぞれ14％, 22％と比較する
と高い傾向にある（unpublished data）3）。しかし，
JNTDBのデータは研究協力施設の変動があり定点
観測ではないので，人口統計の分析結果との単純
比較は適当とはいえない。
頭部外傷の原因として，交通事故は全国統計で

は全年齢層で著明に減少している 2）。今回の分析
でも交通事故は高齢者，とくに超高齢群で有意に
減少し，転落・転倒が増加していた。また交通事
故の内訳は全国統計では歩行者の割合が増加傾向
を示している 2）。今回の分析でも，症例数が少な
く有意差はないが，自転車事故が減少し，歩行者
事故が増加傾向を示していた。一方，OWSにおけ
る交通事故の分析では四輪車・二輪車が増加し，
歩行者が減少傾向を示した 7）。これらの差が生じ
た理由は不明であるが，両研究ともに絶対的な症
例数が少ないことが一因と考えられた。

飲酒状況に関しては超高齢群で低率の傾向にあ
るが，経年変化としては両群ともにやや増加傾向
を示した。全国統計では飲酒後の交通事故は激減
しているが 2），JNTDBのような重症例に限定すれ
ば，推定の域を出ないが，減少はしていないのか
もしれない。ちなみにOWS 2012における飲酒後
の受傷率は高齢群で16.0％，超高齢群で7.0％，全
体で10.0％であり，P2009と比較してほぼ同率で
あった。

CT所見では超高齢群で局所性損傷が増加し，こ
れまでの報告と一致した 8）。この原因として交通
事故の減少，転落・転倒の増加が考えられる。さ
らに局所性損傷の内訳をみると，高齢群・超高齢
群ともに急性硬膜下血腫が最も多く，次に混合血
腫の順であった。急性硬膜下血腫は超高齢群で増
加傾向を示し，混合血腫は両群ともに増加傾向を
示した。これらの結果はOWS 2005および2012で
の変化とほぼ一致した 7）。
次に治療のうち，脳神経外科手術（減圧術）は超

高齢群で少なく，また経年変化としては高齢群，
超高齢群ともに増加した。しかしOWS 2005と
2012の比較では変化を認めていない 6）。この差が
みられた理由は明らかでないが，P Studyのような

重症例を管理する場合はより積極的な治療が行わ
れている可能性があり，この点はガイドラインの
影響が示唆される 4）。また，高浸透圧利尿薬の投
与は超高齢群で少ない傾向にあったが，経年変化
では両群ともにやや増加傾向を示した。この理由
として積極的な外科治療の影響が示唆されるが，
推測の域を出ない。さらに体温管理については，
超高齢群で少ない傾向があり，経年変化は両群と
もに認められなかったが，これは高齢者における
体温管理の有用性があまり示されていないためと
思われる。
転帰の十分な情報は退院時のものしか得られて

いない。前述のごとく，最近外科治療・内科治療
ともに積極的な方向性が示されているが，転帰の
改善には至っていない。この結果は今後の高齢者
頭部外傷の治療戦略を考える上で示唆に富むもの
と思われる。
以上，JNTDBに登録された高齢者頭部外傷につ

いて，厚生労働省の基準である75歳を境界として
2群に分類し検討した。2群間でその病態，治療，
転帰がかなり異なるため，別のclinical entityとし
て論ずるのが望ましいと思われた。しかし JNTDB
は限られた施設での分析で症例数もそれほど多く
ないため，わが国における悉皆性の高いデータと
はいえない。また受傷原因が変わることによって，
頭蓋内損傷の内容も変化しており，より局所性損
傷，とくに急性硬膜下血腫が増加傾向を示してい
る。しかし高齢者の頭部外傷，とくに重症例の管
理に関してはエビデンスがなく，治療方針につい
ては一定の見解が得られていないのが現実である。
今回の分析では積極的な外科治療が転帰の改善に
結びついていないことから，今後は高齢者頭部外
傷に特化した臨床研究を構築し，陽性所見のみな
らず，陰性所見についても分析し，結果を出して
いく必要があると考えている。

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。

神経外傷 Vol.40 2017
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Background: Spinal cord injury (SCI) is one of the
poor prognostic factors in relation to head trauma.
There are few reports on neurological functional prog-
nosis in patients with cervical SCI.  We retrospectively
studied the prog nos tic factors in mild to moderate
cervical SCI (AIS D, E).
Objective: Fifty-nine patients admitted to our depart-

ment from August 2008 to May 2014 were evaluated
in this study, comprising 53 men and 6 women with an
age range from 25 to 84 years old (average 62.7 years).
Age, sex, high-dose steroid therapy, surgical inter -
vention, pain at the time of admission and discharge
(evaluated by numeri cal rating scale [NRS]), and func-
tional evaluation at the time of admission and dis -
charge (Functional Independence Measure [FIM])
were evaluated as prognosis-related factors.
Result: In terms of improvement of NRS <3 or >3

points, a significant difference was observed between
patients aged <60 years old and those aged ≥70 years.
Specifically, NRS improvement was good in patients
≤60 years of age (p=0.003).  Pain on admission was
higher in patients at 70 years of age (p<0.0001).  In
patients aged ≥70 years with improvement of <3 points
after admission, the FIM scores on admission and at
discharge were low (Mann–Whitney u test, p<0.05).
Based on these results, in the elderly >70 years old with
mild to moderate cervical SCI, improvement of pain
might be a significant factor for neurological functional
recovery.  In other words, pain control is an important
factor influencing prognosis.  Prognosis was not related
to the use of high-dose steroid therapy, surgery, and
height of cervical spinal cord damage. 
Conclusion: Pain relief in mild to moderate cervical

SCI cases will encourage functional recovery, leading to
im prove ment of FIM.  Pain relief, especially in elderly
patients >70 years old, is thought to be extremely im -
portant.

軽症～中等症頚髄損傷における神経機能回復の予後予測因子の検討
Prognostic factors for the improvement of the neurological function in patients
with mild to moderate spinal cord injury
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

脊髄損傷（Spinal Cord Injury, 以下SCI）は，頭
部外傷に関連して生じる予後不良因子の一つであ
る。損傷機転，程度，高位，そして合併症などに
より重症度や予後が異なる。頭部外傷に伴って生
じるSCIの多くは頚椎の過進展による頚髄損傷で
ある。頚髄損傷後の神経機能回復と痛みとの関連
で転記を報告したものは少ない 1,2,5,9,11,12,14,15）。軽症
から中等症頚髄損傷症例（ASIA Impairment Scale
for classifying spinal cord injury（AIS）分類でD, Eと
定義）において痛みと予後因子との関連について
検討した。今回の痛みについては，頚髄損傷後の
神経障害性疼痛として痛覚過敏症状が主であり，
明らかに打撲に伴うような症状については除外し
て検討した。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

対象は2008年8月から2014年5月までに当院に
入院した連続59症例である。男性53例，女性6例
で，年齢は25歳から84歳（平均62.7歳）について
後方視的に検討した（Table 1）。予後関連因子の検
討項目は，年齢，性別，大量ステロイド点滴療法の
有無，手術施行の有無，入院時と退院時の痛み
（Numerical Rating Scale, 以下NRS），入院時と退院
時の日常生活動作機能評価（Function Independence
Measure, 以下FIM）を用いた。
統計学的評価は SPSS for Mac v13.0（SPSS Inc.,

Chicago, IL, USA）で行った。変数は平均値（±標準
偏差），中央値（inter-quartile range: 25th percentile
to 75th percentile），患者数（％）のいずれかのうち
各データに適切な指標を用いて表記した。名義変数
はχ２検定で評価した。連続変数の正規分布は
Shapiro-Wilks検定で評価し，正規分布している項
目に関しては，Student’s t検定で，非正規分布して
いる項目に関してはMann-Whitney U検定で評価し
た。

NRS 3点以上の疼痛改善の有無に応じて患者を
NRS改善群，非改善群の2群に分けて各項目を評

価した。p<0.05を有意とした。

Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

NRS 3点以上（NRS≧3）と3点未満（NRS＜3）
の改善について，60歳台以下と70歳台以上との間
で有意差を認めた。NRS改善については60歳台以
下で良好であった（p=0.003）。入院時の痛みは70
歳台でNRSが高かった（p<0.0001）（Table 2）。70
歳台以上かつ入院後NRS改善が3点未満のSCI症
例は，入院時と退院時ともにFIMスコアが低値で
あった（Fisher exact t test and Mann-Whitney U
test, p<0.05）（Table 3）。これらの結果から軽症か
ら中等症頚髄損傷症例のうち70歳台以上の高齢者
において，神経機能回復という観点から検討する
と痛みの改善，つまり如何に痛み治療を行い，痛
みについてNRS 3点以上の改善が得られるかが予
後を左右する因子と考えられた。大量ステロイド
点滴療法の併用，手術の有無，頚髄損傷高位につ
いては痛みの改善（NRS≧3）とは関係がなかった。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

当院の軽症から中等症頚髄損傷症例データの結

神経外傷 Vol.40 2017

Table 1 Clinical characteristics in patients with mild to
moderate spinal cord injury

No. (%)

Gender Male 53 (90)

Mechanism of injury Fall 33 (56)

Downfall 19 (32)

Traffic accident 5 (8)

Others 2 (4)

Steroid use 32 (54)

Surgical treatment Cervical Laminectomy
and/or Laminoplasty 17 (29)

Alcohol drunk 24 (41)
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果よりNRS の改善が3点以上と3点未満では，統
計学的に60歳台以下と70歳台以上で有意差を認
め，70歳台以上の改善が低かった。入院時と退院
時のFIM scoreについても70歳台で低く，NRSの
改善つまり痛みの改善が積極的なリハビリ加療に
つながり，今回の結果から70歳台以上の頚髄損傷
例ではFIM scoreの良好な改善が期待できるものと
考えられた。

Aitoら 2）は，外傷性中心性脊髄損傷82例の神経
学的機能的結果について報告している。その結果，
65歳未満の患者では，神経障害性疼痛が少なく良
好な結果であった。また65歳未満の患者では，65
歳以上の患者と有意に各項目での改善が良好で
あったと報告している。さらに手術の施行につい
て，その有無は治療結果を左右しなかったと報告
し，これらの結果は本報告の結果と同様であり，

神経外傷 Vol.40 2017

Table 2 Prognostic factors of clinical features in patients with mild to moderate spinal cord injury

Variables Total
(n=59)

NRS: Pain improvement ≧3
P value

[+] (n=39) [–] (n=20)

Mean age, years* 63 (12) 60 (12) 70 (10) 0.003

Male 53 (90) 33 (92) 17 (85) 0.44

Steroid megadose 32 (57) 22 (61) 10 (50) 0.42

Surgical treatment 17 (30) 10 (28) 7 (35) 0.57

Pain on admission*(NRS) 7 (3–10) 9 (6–10) 1 (0–3) ＜0.0001

Pain on discharge (NRS) 1 (0–3) 2 (0–3) 0 (0–3) 0.62

Acute LOS (days) 19 (10–30) 18 (9–26) 24 (10–43) 0.22

LOS; length of stay
* : Variables related to pain improvement by Fisher exact t test and Mann-Whitney u test.

Table 3 Prognostic factors of clinical and radiographical features in patients with mild to moderate spinal cord injury

Variables Total
(n=59)

NRS: Pain improvement ≧3
P value

[+] (n=39) [–] (n=20)

FIM on admission* 49 (45–58) 52 (48–70) 48 (37–51) 0.048

FIM on discharge* 67 (48–117) 93 (53–121) (4.5) 61 (44–87) 0.043

AIM D, E on admission 12 (21) 10 (28) 2 (10) 0.12

Level of spinal cord injury 0.42

C2 ⁄ 3 2 (3.4) 0 2 (10)

C3 ⁄ 4 13 (22) 7 (19) 3 (15)

C4 ⁄ 5 25 (42.4) 16 (44) 9 (45)

C5 ⁄ 6 16 (27.1) 11 (31) 5 (25)

C6 ⁄ 7 3 (5.1) 2 (5.6) 1 (5.0)

FIM; functional independence measure, AIS; ASIA Impairment Scale for classifying spinal cord injury
* : Variables related to pain improvement by Fisher exact t test and Mann-Whitney u test.
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痛みの改善が治療結果に左右するということを支
持しているものと考えられた。

一方，Chenら 3,4）は同様に手術的介入を行った
中心性脊髄損傷患者の検討を行い，その後の運動
機能の改善や予後予測因子の検討を後方視的に
行っている。その結果，彼らはWalking Index for
Spinal Cord Injury （WISCI）score を用いて評価し，
65歳以上の患者では統計学的に若年者より低い値
になったとした。ASIA motor scoreの改善は受傷
時の年齢と相関していたと報告した。このことに
ついては，本研究の結果として高齢者での神経機
能回復について不良であったことと同様であった。
その一方で spasticityやneuropathic pain，そして
最終的なASIA score とは関係がなかったとし，痛
みの改善については相反する結果となった。

その他の報告を踏まえて検討した結果，本報告
で統計学的に有意となった受傷時年齢と痛みの改
善は，中心性脊髄損傷を含んだ軽傷から中等症頚
髄損傷患者での重要な機能改善因子になるものと
考えられた 1,9,10,11,12,13,15）。
今回，痛みの評価法としてNRSを用いた評価・検

討とした。NRSは比較的よく使用される簡便な痛
みの評価法の一つであるが 6,7,8,10,11），頚髄損傷患者
に対する痛みの評価法として決して適切な評価法
ではないことについては否めない。しかしながら，
多職種により痛みの評価を行う上でNRSを用いた
ことは，客観的な手法であり有用な評価法と考え
る。ただし，頚髄損傷患者の治療経過においては，
神経障害性疼痛に限らず，そのほか様々な痛みも
含まれる。したがって，神経損傷に伴う痛みにお
いて運動機能に障害がある場合，適切に客観的に
痛みを評価・測定する上で不十分な面が含まれるも
のと考えられた。痛みの評価法として，NRS，
visual analogue scale （VAS），Verbal Rating Scale

（VRS）は簡便であり，NRSとVRSは患者自身の口
頭で表現できることいった利点がある 7,8）。一方，
欠点としては小児や意識レベルの低下のある患者
では痛みの数値化が行えないことにあり，また
VASについては痛みの程度を表す部位に印をつけ
てもらうといった作業が必要で，本病態の患者に
は不適切である。さらに，VRSでの評価法では言
語の問題や評価段階が少なく痛みを詳細に評価が

できない可能性があるといった点からもNRSが最
適と考えられた。
本検討においていくつかの limitationについて今

後の検討課題としなければならない，本報告は単
一施設での少数例での経験であり，経過観察が短
期間であること，痛みの評価法としてNRSを用い
ていることなどである。その他，鎮痛剤の内容，
家族構成など社会的背景，損傷機転の詳細を検討
し，考察する必要があると考えられた。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

軽症から中等症頚髄損傷症例において痛みの軽
減が機能回復を促し，結果FIMの改善につながっ
たと考えられた。70歳台以上の高齢者での頚髄損
傷では，痛みの改善を進め，リハビリ加療の積極
的な導入を図ることが運動機能の改善が期待でき
るものと考えられた。その結果，ADLの回復につ
ながるものと考えられた。したがって，高齢者で
痛みが強い症例においては入院後早期より積極的
に痛みに対する治療の介入が重要と考えられる。

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。
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Objectives : While some studies have compared the bodily injuries
suffered by snowboarders, alpine skiers, and skiers who only ski short
distances (short skiers), few studies have examined the head injuries
that can occur during these activities.  Therefore, we investi gated the
differences between the head injuries caused by these three activities.
Methods: The 3,581 individuals who suffered head injuries at ski

resorts during the 13 winter seasons from 2000 ⁄ 2001 to 2012 ⁄ 2013
and visited our hospital were included in this study.  We investigated
their age, sex, skill level, neurological findings, imaging findings, surgical
treatment, and outcomes as well the circumstances of their injuries,
what head protection they were wearing, and the locations of their
head injuries using information obtained from questionnaires and the
patients’ medical records.  During the statistical analyses, the χ2 test
was used, and the level of significance was set at p<0.05. 
Results : There were 2,674 subjects (74.7%) in the snow boarding

group, 835 subjects (23.3%) in the alpine skiing group, and 72
subjects (2.0%) in short skiing group.  The causes of the patients injuries
were categorized into falling on a slope; falling during jumps; colliding
with snowboarders, skiers, or obstacles ; and unknown.  The snow-
boarders’ injuries were mainly caused by falling on a slope (45.9%),
falling during jumps (33.7%), and collisions (17.1%).  On the other
hand, the alpine skiers’ injuries were mainly caused by falling on a
slope (48.7%), collisions (35.8%), and falling during jumps (9.3%),
whereas those of the short skiers were mainly caused by collisions
(40.3%), falling during jumps (31.9%), and falling on a slope (25.0%).
Occipital head injuries were common among all subjects ; however,
they were significantly more common among the snowboarders and
short skiers than among the alpine skiers.  About half of the snow-
boarders and short skiers suffered disturbances or loss of memory or
consciousness.  On the other hand, less than 30% of the alpine skiers
exhibited neurological symptoms.  In this study, 52 snowboarders, 9
alpine skiers, and one short skier suffered acute subdural hematomas.
Conclusions: The snowboarders and short skiers fell during jumps,

suffered occipital injuries, and experienced memory and consciousness
disturbances more often than the alpine skiers.  On the other hand,
the alpine skiers were more expert and fell on steep slopes more
frequently.  The snowboarders suffered acute subdural hematomas
most often, and it is considered that getting snowboarders to wear a
helmet and teaching them to correct their falls before a head injury
occurs could help to prevent acute subdural hematomas.

スノーボード，アルペンスキー，ショートスキーによる頭部外傷の相違
The differences among the head injuries caused by snowboarding, alpine skiing,
and skiing short distances
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

ウインタースポーツの代表として，スノーボー
ドとスキーがあるが，近年スキーは多様化してき
ている。従来型スキー板はサイドカーブがR40（回
転半径40 m）以上で，実用的なターンを行う場合
は板をずらして方向を変える必要があった。それ
に対し1990年代初期に登場したカービングスキー
板はサイドカーブがR20未満で従来型よりトップ
とテールの幅が太く，センターが細めに作られて
おり，スノーボードのようにスキー板を雪面に対
して傾けることにより板がたわみ，エッジが食い
込むことで実用的なターンが実現される。現在で
は従来型スキーは製造されておらず，カービング
スキー板が主流になっている。今回の調査では従
来型スキーとカービングスキーを合わせてアルペ
ンスキーと定義する。さらにショートスキー（ス
キーボード，ファンスキーともいう）は1997年ご
ろから出現し，通常のスキーより短いものを総称
する。スキーボードは主に海外での呼称であり
100 cm以下のスキー板のことを指し，日本の呼称
であるファンスキーは130 cm以下のスキー板で，
ショートスキーは正式な規定はなくスキーボード
やファンスキーを含めたものを総称しているよう
である 13,14）。ビンディングに関しては，100 cm以
上は開放式ビンディングが義務づけられており，
100 cm未満は固定式簡易ビンディングでも開放式
でもどちらでもよいとされている。固定式簡易ビ
ンディングはコンパクトで愛好者が多いが，脛骨
螺旋骨折が多いため，開放式ビンディングが見直
されている 10,13）。

このゲレンデで見かける3つのマテリアル，すな
わちスノーボード（snowboard; SB），アルペンス
キー（alpine ski ; AS），ショートスキー（short ski ;
SS）による全身外傷の報告は散見されるが 11,13,14），
頭部外傷の報告はほとんどない。今回我々はこの3
つのマテリアルの頭部外傷の臨床像の相違を明ら
かにし，その対策につき考察する。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

2000／2001〜2012／2013の13シーズンに新潟県
南魚沼市にある齋藤記念病院脳神経外科を受診した
頭部外傷3,581例を対象に，アンケート調査および
担当医による聞き取りにより，受傷者年齢，性別，
受傷斜面，受傷機転，技術レベル，頭部防具，受傷
した頭部の局在部位，神経所見，CT所見，手術の
有無，転帰を3つのマテリアルで比較検討した。
技術は，初めて，初級者，中級者，上級者，不明

に分類した。なお，この分類は自己申告制である。
頭部防具は，なし，ニット帽，ヘルメット，不明に
分類した。受傷部位は，前頭部，側頭部，頭頂部，
後頭部，不明に分類した。受傷斜面は，平地（0°），
緩斜面（10°以下），中斜面（10~20°），急斜面（20°以
上），ジャンプ，ハーフパイプ，不明に分類した。
受傷原因は，自己転倒（斜面），自己転倒（ジャン
プ），衝突（スノーボーダー），衝突（スキーヤー），
衝突（障害物），不明に分類した。神経所見は，頭
部外傷によって引き起こされた神経学的所見とし
て，なし（頭痛のみを含む），記憶障害・消失，意識
障害・消失，不明に分類した。CT所見は，頭蓋骨・
顔面骨骨折，急性硬膜下血腫（acute subdural hema -
toma; ASDH），外傷性くも膜下出血，脳挫傷，急
性硬膜外血腫（acute epidural hematoma; AEDH），
その他に分類した。統計はそれぞれ他のマテリアル
に対しχ2検定を行い，他の2つ両方とも有意差が
ある場合を有意差ありとした。危険値をp<0.05と
した。

地理的状況：当該地域は，新潟県南魚沼市の上
越線沿いのスキーエリアで，首都圏から近く，日
本でも有数のスキーリゾートの一つである。南北
60 kmに渡る約30のスキー場に1シーズンに延べ
約350万人のスキーヤー，スノーボーダーが首都
圏から多く訪れる。なお調査時点では，齋藤記念
病院は南魚沼市で常設かつ開頭手術可能な唯一の
脳神経外科施設である。

神経外傷 Vol.40 2017
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Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

各群の構成は，SB群は2,674例（74.7％），平均
年齢24.2歳±5.2，AS群は835例（23.3％），平均
年齢28.9歳±17.8，SS群は72例（2.0％），平均年

齢27.2歳±9.9であった（Table 1）。SB群は全体の
約75％と最も多く，SS群は約2％と最も少なく大
きな差があった。経年的変化は，SB群は2001/02
シーズンにピークを迎え急減し最近は横ばいであ
る。AS群とSS群は緩やかに減少している（Fig.1）。

神経外傷 Vol.40 2017

Table 1 Summary of participants

Snowboard (%) Alpine Ski (%) Short Ski (%)

Number of participants 2674 835 72

Age (mean±SD) 24.2 ± 5.2 28.9 ± 17.8 27.2 ± 9.9
Number of Male 1722 (64.4) 517 (61.9) 41 (56.9)

Skill first time 263 (9.8) 43 (5.1) 3 (4.2)
beginner 790 (28.5) 177 (21.2) 16 (22.2)

intermediate 1143 (42.7) 328 (39.3) 43 (59.7) **
expert 352 (13.2) 249 (29.8) ** 9 (12.5)

unknown 126 (4.7) 38 (4.6) 1 (1.4)

Protector of head none 257 (9.6) ** 122 (14.6) ** 21 (29.2) **
nit cap 1881 (70.3) ** 525 (62.9) 40 (55.6)
helmet 168 (6.3) 106 (12.7) * 2 (2.8)

unknown 368 (13.8) 82 (9.8) 9 (12.9)

*: p<0.05, **: p<0.01

Fig.1 Time series variation of participants with each material.
AS: alpine ski, SB: snowboard, SS: short ski
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〔 1〕技術

いずれのグループも中級者が最も多いが，グルー
プ間ではAS群は上級者の割合（29.8％）が，SS群
は中級者の割合（59.7％）が有意に多かった（とも
にp<0.01）。有意差はなかったが，SB群は初めて・
初級者の割合（38.3％）が多かった（Table 1）。

〔 2〕頭部防具

SB群はニット帽の比率が有意に高かった（p<
0.01）。AS群はヘルメットを装着している比率が有
意に高かった（p<0.05）。SS群は何もつけていない
比率が最も多かった（Table 1）。

〔 3〕受傷部位

すべての群で後頭部を受傷する比率が最も高かっ
たが，その中でもSB群とSS群はAS群と比較する
と有意に高かった。有意差はなかったが，AS群は
前頭部を受傷する比率が最も多かった（Table 2）。

〔 4〕受傷斜面

SB群とSS群はジャンプによる受傷がAS群より
有意に多く（p<0.01），AS群は急斜面での受傷が有
意に多かった（p<0.05）（Table 2）。

〔 5〕受傷原因

自己転倒関連（斜面，ジャンプ）では，SB群は斜
面（45.9％），ジャンプ（33.7％）ともに多く，AS群
は斜面（48.7％）が，SS群はジャンプ（31.9％）が
多かった。衝突関連全体（スノーボーダー，スキー
ヤー，障害物）では，スノーボーダー17.1％，アル
ペンスキー35.8％，ショートスキー40.3％とスノー
ボーダーが有意に少なかった（p<0.001）。スノー
ボーダーとの衝突は，SS群が最も多かった。SB群
は他の2群に比べて有意にスキーヤーとの衝突が少
なかった（Table 2）。
さらに，各マテリアルの受傷機転を技術別に比

較した。技術の分類は，中級者以上になるとジャ

神経外傷 Vol.40 2017

Table 2 Circumstances of head injuries with each material

Snowboard (%)
2674

Alpine Ski (%)
835

Short Ski (%)
72

Impact point on head frontal 533 (19.9) 243 (29.1) 17 (23.6)
temporal 208 (7.8) 95 (11.4) 9 (12.5)

parietal 71 (2.7) 22 (3.8) 1 (1.4)
occipital 1303 (48.7) 299 (35.8) * 36 (50.0)

unknown 559 (20.9) 166 (19.9) 9 (12.5)

Condition of slope flat 12 (4.7) 26 (3.1) 1 (1.4)
mild 616 (23.0) 205 (24.6) 18 (25.0)

moderate 661 (24.7) 315 (37.7) 21 (29.2)
steep 116 (4.3) 147 (17.6) * 4 (5.6)

Jump platform 901 (33.7) 78 (9.3) ** 23 (31.9)
Half pipe 85 (3.21) 2 (0.2) 0 (0.0)
unknown 169 (6.3) 62 (7.4) 5 (6.9)

Cause of injury Fall on slope 1228 (45.9) 407 (48.7) 18 (25.0) **
Fall during jump 901 (33.7) 78 (9.3) ** 23 (31.9)

Collision with snowboarders 316 (11.8) ** 149 (17.8) * 20 (27.8) *
Collision with skiers 78 (2.9) ** 114 (13.7) 9 (12.5)

Collision with obstacle 63 (2.4) 36 (4.3) 0 (0.0)
unknown 88 (3.3) 51 (6.1) 2 (2.8)

*: p<0.05, **: p<0.01
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ンプをするようになること，中級者と上級者は受
傷機転がおよそ似ているため，初級群（初めてと
初級者）と中上級群（中級者と上級者）の2群で検
討した。
各マテリアルで初級群と中上級群を比較すると，

スノーボードとショートスキーは共に中上級群で
ジャンプによる受傷が有意に増加していた。

各マテリアルの初級群を比較すると，スノー
ボードは自己転倒が，ショートスキーはスノー
ボーダーとの衝突が多かった。

アルペンスキーは初級群と中上級群で他の2つ
のマテリアルほど大きな変化はなかった（Fig.2）。

〔 6〕神経学的所見

記憶障害・消失あるいは意識障害・消失を認めた
比率は，SB群と SS群は約半数（それぞれ 46％，
44.5％）を占めたが，AS群は3割以下（29.8％）で

あった。AS群は神経所見なしが有意に多かった
（p<0.05）（Table 3）。

〔 7〕CT 所見

それぞれ画像異常所見を認めた症例数はSB群158
例（5.9％），AS群56例（6.7％），SS群3例（4.2％）
であった。同一症例で複数所見を認めた場合はダブ
ルカウントした。

SB群とSS群は急性硬膜下血腫が約3割（それぞ
れ52例・29.4％，1例・33.3％）と多かった。SS
群は脳挫傷も約3割と多かった。AS群は急性硬膜
下血腫が少なく（9例・14.3％），頭蓋・顔面骨折
が多かった（54.0％）。いずれも有意差はなかった
（Table 3）。

手術を必要とした症例はSB群19例（ASDH 17
例，AEDH 1例，脳挫傷 1例），AS群6例（ASDH 5
例，chronic subdural hematoma; CSDH 1 例），SS
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Table 3 Details of head injury with each material

Snowboard
2674

Alpine ski
835

Short Ski
72

Neurological findings
Free or only headache 1404 (52.5) 577 (69.1) * 40 (55.6)

Disturbance or loss of memory 824 (30.8) 156 (18.7) 19 (26.4)
Disturbance or loss of consciousness 407 (15.2) 93 (11.1) 13 (18.1)

unknown 39 (1.5) 9 (1.1) 0 (0.0)

Finding on CT scan
Total 158 (5.9) 56 (6.7) 3 (4.2)

Facial or cranial fracture 79 (44.6) 34 (54.0) 1 (33.3)
Acute subdural hematoma 52 (29.4) 9 (14.3) 1 (33.3)

Traumatic SAH 22 (12.4) 9 (14.3) 0 (0.0)
Brain contusion 16 (9.0) 5 (7.9) 1 (33.3)

Acute epidural hematoma 4 (2.3) 1 (1.6) 0 (0.0)
others 4 (2.3) 5 (7.9) 0 (0.0)

Outcome after surgery
Number of surgery 19 (0.7) 6 (0.7) 0 (0.0)

GR 5 (26.3) 3 (50.0) 0 (0.0)
MD 3 (15.8) 1 (16.7) 0 (0.0)
SD 1 (5.3) 0 (0.0) 0 (0.0)
VS 2 (10.5) 1 (16.7) 0 (0.0)
D 8 (42.1) 1 (16.7) 1 (100) †

D: death, GR: good recovery, MD: moderate disability, SD: severe disability, VS: vegetative state
*: p<0.05, †: a dead case who hadn’t surgery
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群は0例だった。しかし，SS群は，すでに両側瞳孔
散大を呈していたため手術できなかったASDHの症
例が1例あった（Table 3）。

転帰は，SD以上を転帰不良とすると，SB群は
11例（0.4％），AS群は2例（0.2％），SS群は1例

（1.4％）であった。手術症例中の死亡は，SB群19
例中8例（42.1％），AS群6例中1例（16.7％）で
あった（Table 3）。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

全国スキー安全対策協議会のホームページ
（http://www.nikokyo.or.jp/safety-snow/）による
と，2000／2001〜2012／2013シーズンの当院周辺
主要スキー場の推定入り込み数はスノーボーダー
24,701,717人（50.1％），スキーヤー24,596,677人

（49.9％）とほぼ同じであった（苗場，石打丸山，
舞子スノーリゾート，上越国際の各シーズンの2
月の推定入り込み数の合計）。今回頭部外傷で受診
した SB 群がAS 群の約 3 倍多いことは，スノー
ボードの方が頭部外傷を約3倍起こしやすいと解
釈できる。文献では1.5〜6.1倍スノーボード頭部

外傷が多いと報告され，今回も同様の結果であっ
た 6）。1994〜1999の間での本報告と同地区の報告
では，両競技の頭部外傷の受傷率の差は，6.1倍ス
ノーボードが高いものであり，その時期に比べる
と受傷率の差は少なくなってきている 4）。
今まで報告されている3つのマテリアルの全身

外傷について，Table 4にまとめた 2,11,14）。発生頻
度はショートスキーが最も少なく，スノーボード
が最も多い。受傷部位では，アルペンスキーも
ショートスキーも下肢，上肢，体幹・頭の順に多
く，疾患では共に捻挫，骨折の順に多いが，
ショートスキーは骨折の比率がより高い。それに
対しスノーボードは上肢，体幹・頭，下肢の順に
多く，疾患は骨折，捻挫の順に多い。坂本らは
ショートスキーが他の2種に比べて頭部の外傷が
少ない理由として，スキー板が短く，ストックを
持たないことで頭部を保護する受け身を取りやす
いこと，板が短いのでエッヂなどでの裂傷をきた
しにくいことなどをあげている 13）。また，塩谷ら
はスノーボードもスキーボードもストックなし，
ビンディング開放機能なしだが，スキーボードは
上肢外傷が少ないということは，スノーボードの
上肢外傷の大きな誘因は独特の滑走フォーム（サ
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Table 4 Summary of general injuries with each material

Snowboard Alpine Ski Short Ski

Mean age2) 18.3 29.3 21.6

Male rate2) 67.7% 47.9% 71.4%

Injury location 10,13)

upper limb
＞axial

＞lower limb

lower limb
＞upper limb

＞axial

lower limb
≫upper limb

＞axial

Injury type 10,13)

fracture
＞sprain

＞wound ⁄ laceration

sprain
≫fracture

sprain
＞fracture

Common injuries 10,13) wrist fracture knee sprain spiral tibia fracture,
knee sprain

Cause of injury 13) isolated fall （beginner）
jump （intermediate）

isolated fall
collision

isolated fall
jump （intermediate, expert）

Odds ratio
(95% confidence interval) 10) 4.07 (1.65 to 10.08) 3.82 (1.6 to 9.13) 1.05 (0.37 to 2.94)



20

イドウェイスタンスで両足を同一平面上に固定さ
れている）にあると推測している。すなわち，転
倒の際両下肢間が広がらず踏ん張れない。上体も
低くしがたいことで，雪面から上肢や脊椎までの
距離が長くなり衝撃時の外力に反映されると考察
している 14）。

全身外傷ではスキーとショートスキーが類似し，
スノーボードは他の2種と明らかに異なる傾向を
示したのに対し，頭部外傷のみの比較では，
ショートスキーとスノーボードが以下に述べるよ
うに一見よく似ていた。しかし，本研究での頭部
外傷の構成数はスノーボードが約 75％に対し
ショートスキーは約2％と非常に少なく，構成数の
バイアスが存在することを念頭に置いておきたい。
スノーボード頭部外傷とショートスキー頭部外

傷の類似点は，1. 受傷斜面ではジャンプが多く，
2. 受傷部位は後頭部に多く前頭部に少ない，3. 神
経学的所見では約半数に記憶消失あるいは意識消
失・障害をきたしていた。これは，スノーボード
もショートスキーもそのマテリアルの性質上エア
リアルを愛好するプレーヤーが多いことが原因の
一つと考えられる。ジャンプで受傷すると高エネ
ルギー外傷のため脳振盪などの神経症状をきたし
やすい 5）。

また，CT所見ではスノーボードもショートス
キーも約3割にASDHを認めた。しかし，同じ３
割でも，スノーボードは52例に対しショートス
キーは1例しかなく，その1例は上級者でジャンプ
による受傷であった。それに対しスノーボードで
は初級者，緩斜面，自己転倒が多く，両者は本質
的に異なっていた。今後ショートスキーの症例を
積み重ね絶対数を増やさなければ正確な比較はで
きないと考えている。
次に，スノーボードとショートスキーの頭部外

傷の相違について検討すると，Fig.2に示すように
初級群における受傷原因に集約される。すなわち，
スノーボードの初級群は自己転倒が67.9％と多く，
これは両足が一枚の板に固定されており，最初の
うちはうまく乗りこなすことが難しく何度も転倒
するためである 13）。逆にショートスキーの初級群
はスノーボーダーとの衝突が多かった。これは，
ショートスキーは板が短いため，急カーブ・急
ターンが可能であり，特に初級群は板のコント
ロールができないため追い抜こうとするスノー
ボーダー達にとって読みづらい走行軌道をとるこ
とが原因かもしれない。一方海外の報告では，
ショートスキーは衝突が少なく，日本の混雑した
スキー場に特有な現象かもしれない 11,12）。
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Fig.2 Cause of injuries with each material by skill level.
AS: alpine ski, SB: snowboard, SS: short ski



21

次にアルペンスキーの頭部外傷の特徴について
検討すると，まず，上級者の比率が多く，その内
容は急斜面での自己転倒が多かった。ヘルメット
を着用している比率が一番多かった。上級者はよ
り急斜面でよりスピードを出すので自己防衛のた
めヘルメットを装着する比率が高くなると考えら
れる。CT所見は従来から言われているように，骨
折や外傷性SAHなど回転外力より直線外力による
ものが多かった 7）。
最後に，3つのマテリアルの中で約75％を占め

るスノーボードは急性硬膜下血腫が最も多く，最
も転帰が不良であることを再確認した 5,15）。以前
我々は，スノーボードの急性硬膜下血腫は，特に
1〜3回目の初心者に多く，中上級者に比べて，び
まん性脳腫脹を合併していることが多く，手術を
しても転帰不良例が多いことを報告した 9）。これ
にはスノーボードの独特のフォームすなわち両足
が固定されていることと逆エッヂ現象が大きく関
与していると考えられ，予防としては大きく3つ
あり，ヘルメット装着と正しい受け身を徹底する
ことおよび脳振盪を起こしたらその日の滑走を中
断することである 5）。Cusimanoらは，10の文献を
システマティックレビューし，全ての文献でヘル
メットは頭部外傷の減少をさせており，その内
ケースコントロールスタディーは4つあり，頭部
外傷を15〜60％減らしたとまとめている 3）。一方，
相場らや鈴木らは，精巧な頭蓋と脳のダミーモデ
ルを用い，回転外力による急性硬膜下血腫を予防
するのにはハードウレタンやソフトウレタンなど
反発係数の高いものではなく低反発素材が適して
いると報告している 1,16）。また，紙谷らは，柔道初
心者の後方受け身は，背部が接地した瞬間に頚部
が伸展し頭部回転速度が速くなることを指摘し，
頭部防具と頚部保護具を組み合わせることで，よ
り回転外力を抑えることができたと報告してい
る 8）。スノーボードの初心者も柔道初心者と同じ
ように，受け身が未熟で頚部筋力が弱いと考えら
れ，逆エッヂによる後方転倒は柔道の大外刈りと
類似点が多いと考えられる。スノーボード初心者
は，頭部防具に頚部保護具を併用したり，初心者
専用の全く新しい頭頚部防具などの開発が必要か
もしれない。このような頭頚部保護具を用いて安

全性を高めるとともに，頭を打たない受け身の十
分な練習を滑走前に行う事が大事である。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

3つのマテリアルの頭部外傷の特徴をまとめた。
全身外傷ではアルペンスキーとショートスキーが
下肢の外傷が多く，スノーボードは上肢の外傷が
多いのに対し，頭部外傷ではスノーボードと
ショートスキーがジャンプによる受傷が多く，後
頭部を受傷しやすく，意識障害，記憶障害を起こ
しやすかった。一方アルペンスキーは上級者で急
斜面の自己転倒が多い傾向を認めた。構成は，ス
ノーボード頭部外傷が最も多く，特に初級者が最
も転帰不良で，頭頚部防具装着，正しい受け身の
練習が大きな予防効果をもたらす。また，脳振盪
を起こした際はその日の滑走を中止することも大
事である。今後も継続して，情報の発信，安全対
策を勧めていく必要がある。

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。
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Background: The concussion reporting system be -
came part of safe measures in the Japan Rugby Football
union (JRFu) beginning in 1990’s.  Only scores of
cases had been reported annually until 2011 when the
World Rugby Concussion Guideline was published.
The JRFu has tried to spread its contents to every
player by having safe measuring courses in all regional
unions resulting in an increase of 300 reports since
2012.
Objective : To ascertain the present state and propose

some strategies of concussion management.
Method: We reviewed the concussion reports be -

tween April 2012 and March 2015.  Each report was
sent to a regional union mainly by the team manager of
the injured player.  The match doctor and the referee
could also report, when a player had concussion.  In the
case of non-game time concussion, the team manager
reported.  Annual number of concussed players, their
ages, phase of play where the concussion occurred and
repetitive injury cases occurring on the same player
were analyzed.
Results : There were 1,451 concussions (336 to 388

cases per year) in those 4 years.  Eighty five (5.9%)
happened to those between 8 and 12 years old, 263
(18.1%) to 13–15, 548 (37.8%) to 16–18, 350 (24.1%)
to 19–22, 205 (14.1%) to 23 and over.  The phase of
play was tackling in 758 cases (52.2%), being tacked in
416 (28.7%), other plays including maul and saving
98 (6.8%) and no-reported incidences in 95 (6.5%).
Fifty-five players had two or more concussions for
four years, two cases incurred within two weeks. 
Conclusion: young and adolescent ages should be

the main target of the safe measures approaches to
prevent from concussion especially focusing on tack -
ling situations.

ラグビー競技における脳振盪の受傷状況と安全対策
── 日本ラグビーフットボール協会脳振盪報告書 2012～2015 より ──
Analysis of the concussion reports of the Japan Rugby Football union and future approach
for safe measures
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

日本ラグビーフットボール協会（日本協会）では
1990年代より脳振盪受傷時に脳振盪報告書の提出
を義務づけてきた。ラグビーフットボール（ラグ
ビー）の国際統括団体であるWorld Rugby（WR）
が2011年５月に脳振盪ガイドラインを発表してか
らは，脳振盪報告書の提出数が年間数十から300
を超える件数になった。本報告は2012年から4年
間の脳振盪報告書を基に脳振盪の受傷状況を把握
し，今後の安全対策の向上に役立てることを目的
とした。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

2012年4月1日から2016年3月31日の間に受傷
して提出された脳振盪報告書をもとに脳振盪の受
傷件数と，報告書の記載項目（Table 1）のうち，受
傷者の年齢，受傷の原因となったプレー，同一選
手の複数回の受傷について検討した。
報告書は脳振盪または脳振盪の疑いが生じた時

に都道府県の支部協会に提出され，そこより関東・
関西・九州の地域協会に集約される。報告義務者
は受傷選手が出たチームの責任者，当該試合のレ
フリー，当該試合のマッチドクターであり，一受
傷選手に対し最多3通の提出となる。練習中の受
傷ではチーム責任者またはコーチが報告義務者と
なる。脳振盪または脳振盪の疑いの判断は
SCAT2/3 4,5）に従った。資料として2012年度から
4年間の日本協会競技登録者数を利用した。

Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

脳振盪の受傷件数は1451（件），年平均363（336
〜388）であった（Fig.1）。

受傷年齢（歳）は8〜81，平均18.2，中央値17で
あった（未記入36件）。
年代別の受傷件数は8〜12（歳）：85（件）（5.9％），

13〜15：263（18.1％），16〜18：548（37.8％），19

〜22：350（24.1％），23〜81：205（14.1％）（Fig.2）
であった。
受傷の原因となったプレーは，タックルをして

758（件）（52.2％），タックルをされて416（28.7％），
ラック84（5.8％），モール・セービング等を含むその
他98（6.8％），未記入95（6.5％）（Fig.3）であった。
同一選手が複数回受傷した報告は55（件）（2回受

傷：42，3回受傷：12，4回受傷：1）であった。
最短の受傷間隔は2週間であり，多くは3ヵ月以降
に次の受傷をしていた（Fig.4）。
日本協会競技登録者数の内訳は，図に示す通り

であった（Fig.5）。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

日本協会は増加する重傷事故に対する安全対策
の一環として1990年代より脳振盪報告書の提出を
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● 報告日（reporting date）

● 報告者（チーム管理者，マッチドクター，レフリー）
     （reportor : team manager, match doctor, referee）

● 受傷者（injured player）
   チーム名（team name）
   氏名（player name）
   年齢（age）
   生年月日（birth date）
   ポジション（playing position）

● 受傷時の状況（injury situation ）
   発生日（injury date）
   発生時刻（injury time）
   場所（injury place）

グランドコンディション（土，芝，人工芝，硬
い，普通，柔らかい）

（pitch condition: bare ground, grass, artificial
surface, hard, intermediate, soft）
受傷の状況（タックルをした，タックルされた，
スクラム，モール，ラック，その他，特記事項）

（playing situation: tackling, being tackled,
scrum, maul, ruck, other）

● 受傷時の処置（treatment）
   応急処置の内容（first aid）
   医師または病院名（doctor or hospital）

Table 1 Items of being described on the concussion report
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Fig.2 The number of concussion cases divided by injured players age.
The injured players ages were between 8 and 81 years old, average 18.2, and median 17.

Fig.3 Playing situation where a concussion occurred.
More than 80% of concussions occurred in tackling
situations.

Fig.4 A period between two concussions on the same
player.
Fifty-five players had two or more concussions in four years.
Two cases incurred within two weeks despite the concussion
guideline recommending a rest of at least two weeks.
w: week, m: month, y: year

Fig.1 The number of concussion cases reported for four years.
Each case was reported to a district union via a regional union mainly by the team manager of an injured player.
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義務づけたが，報告数は年間数十件にとどまって
いた。これには脳振盪の判断基準が曖昧であった
こと，脳振盪と判断された場合の3週間の休息期
間を回避することなどが理由にあげられるが，選
手やチーム関係者の多くが脳振盪のもつ危険性に
ついて認識不足であったことが最大の理由と思わ
れる。

WRは脳振盪は最も重要な医学的問題である
として，2011年５月に脳振盪ガイドラインを発
表した。これは2008年の International Conference
on Concussion in SportにおけるConsensus State -
ment 4）を基に，ラグビーの競技特性に合わせて脳
振盪の取り扱いを示したものである。その後ガイ
ドラインは適宜改訂され，現在は脳振盪ガイダン
ス 9）となっている。

日本協会ではガイドラインの骨子である脳振盪
の医学的問題と脳振盪の判断基準や受傷後の競技
復帰プロセスについて，毎年全国規模で実施して
きた安全推進講習会に取り上げ登録選手全員に行
きわたるように普及を促した。同時に日本協会内
の登録者見舞金制度を見直し，脳振盪受傷者がCT ⁄
MRI検査を受け，かつ脳振盪報告書と復帰証明書

を提出した場合に支払う見舞金を1万円から2万円
に増額した。
このような経過により，2012年度から4年間の

報告数は年間優に300を超えるようになった。報
告数の増加には見舞金の増額が寄与した可能性も
あるが，脳振盪を重大な出来事として取り扱う問
題意識が安全推進講習会等を通して関係者に広ま
り，報告の重要性が理解されはじめたことが大き
な要因と考えられる。
受傷年齢をみると17歳を中央値に16〜18歳が

受傷者全体の38％，19〜22歳が24％を占めた。
国内の競技登録者に高校生と大学生が占める割合
は順に27％と11％であることより，この年代の受
傷数と受傷率はともに他の年代より多くなる。練
習を含めた競技時間の長さ，選手やチーム間での
プレーの習熟度や競技レベルの差など要因は多岐
にわたると思われる。また報告者の報告意識が高
い場合には，報告数の増加に関与する可能性があ
る。いずれにせよ脳振盪が及ぼす神経系統への影
響を考えると，全体の1 ⁄ 4を占め神経の成熟過程
にある15歳以下を含めて，未成年者に配慮した安
全対策が重要である。
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Fig.6 The number of players registering with the JRFU divided by age categories.
JRFu: Japan Rugby Football union
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受傷原因となったプレーでは，タックルが81％
を占めた。タックルは重症頭部事故の主因 8）でも
ある。事故が起こる状況は様々であると思われる
が，初心者の場合には少なくともタックルに必要
な体幹作りや頭部打撲を防ぐ身のこなし方の体得
などは最低限必要なことである。競技レベルを合
わせて試合を組むことも予防方法の一つであると
思われる。
同一選手が複数回受傷した報告は55件あり，2

週間以内の受傷が2件，3週間以内が1件あった。
一般の競技レベルでは，脳振盪受傷後原則2週間
は安静（運動をしない）にして3週間は競技に復帰
しないというガイドラインの内容が遵守されてい
ないことになる。
ラグビーでの脳振盪の年間受傷率は合衆国の高

校生を対象にした前向き調査では年間11.3％3），
英国プロ選手の前向き調査では2年間で22.3％1），
アイルランドの12〜18歳の後ろ向き調査 2）では
15.8％であった。国内では都道府県の高校代表選
手を対象にした後ろ向き調査 6,7）では，年間14〜
20％であった。
脳振盪の正確な受傷件数を把握することは困難

であり提出率の算定も難しいが，仮に高校生の受
傷率を5％とすると年間受傷件数はおおよそ1400
となる。16〜18歳の報告件数が年間137であるこ
とから，報告書の提出率は受傷数の1割に満たな
いことになる。
本報告書は提出の簡便化を図ったためにデータ

として利用できる項目が少ない。脳振盪の実態を
把握する上では，症状，継続時間，受傷回数など
は必要な項目である。記入や提出の簡易性を維持
しながらも国際間の比較にも利用できるような工
夫が必要である。

スポーツの安全対策には，競技規則の改定，競
技場や競技器具の改善，選手や関係者への知識普
及，調査による実態把握があり，脳振盪報告書は
主に後二者を担うことになる。報告書の項目と提
出率は課題であるが，全国レベルで調査できる手
段は今のところ他にはなく，今後も継続し，報告
書の特性を生かした情報を入手して分析してゆく
ことが安全対策上有効である。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

国内ラグビーにおける脳振盪の受傷は13歳から
22歳が80％を占め，タックル関連プレーが原因と
なるプレーの81％を占めた。脳振盪の安全対策推
進には，年代別世代の選手や指導者を中心にタッ
クル関連プレーに重点をおくことが重要である。
報告書の分析と今後の継続は，脳振盪に対する安
全対策に有効な方法である。

第 39 回日本脳神経外傷学会にて，2012 年 4 月 1 日から
2015 年 3 月 31 日の間に受傷して提出された脳振盪報告
書に基づく内容を発表した。

筆頭著者を除く著者は，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。筆頭著者は日本脳
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。
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

小児の頭部外傷後に一過性の硬膜下液貯留を認
める症例を経験することがある。その後に慢性硬
膜下血腫に移行する症例も認めるが，その正確な
頻度は不明である。今回我々は当院にて入院加療
を行った小児頭部外傷症例に発生した一過性硬膜
下液貯留について検討したので報告する。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

2014年4月から2015年9月までに当院にて入院
加療を行った外傷性頭蓋内出血または頭蓋骨骨折
を認めた小児頭部外傷症例のうち，2ヵ月以上フォ
ローアップした42例。急性期に手術を施行した症
例は除外した。
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Posttraumatic transient subdural fluid collection is
occasionally encountered in pediatric patients.  42
pediatric patients with head trauma who detected
intra cranial hemorrhage or skull fracture by neuro -
imaging were treated at Hyogo Prefectural kobe
Children’s Hospital between April 2014 and
September 2015.  Patients underwent acute surgery
were excluded.  Posttraumatic subdural fluid collection
was found in 8 (19.0%) of 42 patients and 7 (87.5%) of
8 were under 2 years old.  Chronic subdural hematoma
developed in 5 (11.9%) of 42 patients and they were all
detected subdural fluid collection before chronic
subdural hematoma developed.  Our study suggests
that posttraumatic transient subdural fluid collection is
more common in infants and may later develop
chronic subdural hematoma.

小児頭部外傷後の一過性硬膜下液貯留の検討
Posttraumatic transient subdural fluid collection in pediatric patients
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Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

受傷時の平均年齢は4.3歳（0〜141ヵ月）で，男
児32例，女児10例であった。経過中に硬膜下液貯
留を認めたのは8例（19.0％）で，平均年齢は1.2
歳（1〜70ヵ月），8例中7例（87.5％）が2歳未満
であった。硬膜下液貯留を認めた8例のうち，4例
で頭蓋内圧亢進を示唆する症状を認めたが，いず
れも短期間で消失した。硬膜下液貯留を認めな

かった群の平均年齢は5.1歳であり，硬膜下液貯留
を認めた群で有意に低かった（p<0.05, t-test）。硬
膜下液貯留を認めるまでの平均期間は10日（5〜
24日）であった。42例のうち経過中に慢性硬膜下
血腫を認めたのは5例（11.9％）で，全例が慢性硬
膜下血腫発症以前に硬膜下液貯留を認めていた。
慢性硬膜下血腫に対して手術を施行したのは1例
のみで，無症候であったが受傷から4ヵ月後も増
大傾向のため，手術を施行した。残りの4例は血

神経外傷 Vol.40 2017

Table 1 Clinical characteristics of patients

Total
(n=42)

SDF
(n=8)

non-SDF
(n=34)

Baseline characteristics
Mean age in months ± SD 51.95 ± 39.48 14.5±22.98 60.72 ± 37.47

Male 32 7 25

Cause of injury

Ground-level falls 10 3 7

Falls from a height 26 5 21

Traffic accident 6 0 6

Radiological findings

Fracture 7 1 6

AEDH 18 0 18

ASDH 7 4 3

SAH 5 2 3

Contusion 4 0 4

Others 1 1 0

Occurrence of CSDH 5 5 0

AEDH: acute epidural hematoma, ASDH: acute subdural hematoma, CSDH: chronic subdural hematoma, SAH:
subarachnoid hemorrhage, SD: standard deviation, SDF: subdural fluid collection

Case
No.

Age
(months),

Sex
GCS Radiological

finding
Detected day

of SDF
Symptom of increased

ICP
Occurrence
of CSDH

Surgical treatment of
CSDH

1 14, M E4V5M6 ASDH 8 – – –

2 13, M E4V5M6 ASDH 11 Bulging of AF, vomiting – –

3 4, M E4V5M6 Fracture 6 – + Burr hole aspiration

4 70, M E4V5M6 SDF 24 Headache + –

5 1, M E4V5M6 SAH 5 Bulging of AF + –

6 1, M E4V5M6 SAH 9 – + –

7 9, M E4V5M6 ASDH 9 – + –

8 4, F E4V5M6 ASDH 8 Bulging of AF, vomiting – –

Table 2 Characteristics of patients with subdural fluid collection

AF: anterior fontanel, ASDH: acute subdural hematoma, CSDH: chronic subdural hematoma, F: female, ICP: intracranial
pressure, GCS: Glasgow Coma Scale, M: male, SAH: subarachnoid hemorrhage, SDF: subdural fluid collection
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腫の自然消退を認めた（Table 1, Table 2）。
代表症例を提示する。Case 8，4ヵ月，女児。自

宅内で母親に抱かれていた際にフローリングの床
に転落し受傷した。前医を受診し，頭部CTにて右
急性硬膜下血腫を認め当院紹介となった。来院時
の意識は清明であるが不機嫌であった。前回撮影
から3時間後の頭部CTでは血腫の増大を認めず，
保存的に加療した。入院後に大泉門の軽度膨隆，
嘔吐を認めたが症状は徐々に改善した。受傷7日目
の頭部CTにて両側硬膜下腔の拡大を認めたが，機
嫌も良く経口摂取良好のため退院となった。受傷
1ヵ月後の頭部CTでは硬膜下腔の拡大は改善し，
受傷3ヵ月後の頭部CTでは消失していた（Fig.1）。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

硬膜下腔は正常状態では存在せず，外傷などに
より硬膜とくも膜の間のdural border cell layerが
剥がれることにより生じ，くも膜の損傷に伴い硬
膜下腔へ髄液が流入することにより硬膜下液貯留
が生じる 4）。その後に硬膜下腔に外膜と内膜が形
成され，外膜の中に新生血管が発生し，持続的な
破綻性出血をきたすと慢性硬膜下血腫に移行す
る 5,6）。硬膜下液貯留から慢性硬膜下血腫に移行す
る頻度は0〜58％と報告されているが 8），くも膜の
損傷を伴わない急性硬膜下血腫から慢性硬膜下血
腫に移行することは稀である 1）。
今回の検討では，経過中に硬膜下液貯留を認め

た8例のうち，7例（87.5％）が2歳未満であった。
2歳未満の乳幼児では生理的にくも膜下腔の拡大が
存在している 3）。高齢者の脳萎縮と同様に，くも

膜下腔の拡大により硬膜下液貯留が助長されてい
ると考えられる。くも膜下腔の拡大によりbridging
veinが伸展され，bridging veinからの出血が助長
されるとの報告があるが 9），一方で脳脊髄液には
回転力による頭蓋骨と脳のズレを軽減する作用が
あり，くも膜下腔の拡大は硬膜下血腫の危険因子
ではないとする報告もある 10）。いずれにせよ，頭
部外傷後の硬膜下液貯留に重要なのはdural border
cell layerの剥離と，くも膜の損傷による髄液の流
入である。
頭部外傷後の硬膜下液貯留の発生頻度は 6〜

21.6％と報告により差がある 7,8）。今回の検討では，
入院加療を要した症例に限定しているため，頭部
CTで異常を認めない症例や頭部CTを撮影してい
ない症例を含めると，頭部外傷後の硬膜下液貯留
の正確な発生頻度は不明である。また頭部外傷後
の硬膜下液貯留の多くは無症状であり，自然消退
すると報告されている 2）。今回頭部外傷後の硬膜
下液貯留を認めた8例のうち，4例で頭蓋内圧亢進
症状を認めたが，2歳未満の3例では頭蓋内圧亢進
症状は受傷1週間以内に自然軽快した。しかしそ
の間は経口摂取が不良であったため，点滴加療を
要した。また画像上硬膜下液貯留の増大を確認で
きた時期には，症状はすでに改善していることが
多く，その場合は必ずしも入院加療を継続する必
要はないと考える。頭部CTの撮影回数を増やすこ
とにより，より早期に硬膜下液貯留を確認できる
と考えられるが，頭蓋内圧亢進症状は一過性であ
り，保存的に加療できるため，症状の増悪がなけ
れば画像検査は不要と考える。
今回頭部外傷後の硬膜下液貯留を認めた8例の

うち，ほとんどの症例が受傷3ヵ月後の頭部CTで
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Fig.1 Serial CT showing the development and disappearance of subdural fluid collection.
A: First CT after injury, B: CT at 3 hours after injury, C: CT at 1 week after injury, D: CT at 1 month after injury, E:
CT at 3 months after injury.
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硬膜下液貯留の消失もしくは慢性硬膜下血腫の発
症を認めた。硬膜下液貯留を認めた8例のうち，
慢性硬膜下血腫に移行したのは5例と高率であっ
たが，慢性硬膜下血腫に移行する症例の特徴は明
らかではない。慢性硬膜下血腫の発症を認めた5
例のうち，4例は受傷7ヵ月後の頭部CTで慢性硬
膜下血腫は消失していた。当院では無症候性の慢
性硬膜下血腫は経過観察の方針であるが，4ヵ月後
も増大を認めた1例にのみ手術を施行した。今回
の検討では，経過中に慢性硬膜下血腫を発症し，
手術を必要とした症例を1例だけ認めたが，小児
の頭部外傷後の硬膜下液貯留をフォローアップし，
複数回頭部CTを撮影する有用性は現在のところ明
らかではない。しかし受傷3ヵ月後程度に一度頭
部CTを撮影することは，フォローアップの終了も
しくは継続の判断材料として有用であると考える。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

小児の頭部外傷後に一過性の硬膜下液貯留を認
めるのは2歳未満に多く，慢性硬膜下血腫の予測
因子として有用である。

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。
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

2015年10月1日現在の我が国の65歳以上の高
齢者人口は3.392万人であり，総人口（1億2.711万
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Background: In recent years, the instance of traumatic
brain injury (TBI) in the elderly has been increased.
Despite the development of multimodality therapy, the
prognosis of elderly TBI still remains unfavorable.  We
retrospectively analyzed the patients 65 years of age or
older with fall-induced TBI during hospitalization to
investigate the clinical characteristics and problems.
Clinical Materials and Methods: From January 2008

to December 2015, we examined 14 elderly patients
with fall-induced TBI during hospitalization in our
hospital.  Patient background, cause of fall accident, CT
findings and clinical course were analyzed.  
Results: Fourteen patients received fall-induced TBI.

Eight were male, and 6 were female, aged 65 – 86 years
(mean=74.2).  Glasgow Coma Scale on admission was
10 – 15 (mean=14.0).  Ten cases fell from heights and
4 cases fell at ground.  There were two peaks of the
time of falls, the early morning zone (3:00 – 7:00) and
the semi night zone (20:00 – 24:00).  CT scan after fall
ac cident revealed traumatic subarachnoid hemorrhage
in 8 patients, acute subdural hematoma (ASDH) in 4
patients and brain contusion in 2 patients.  One case of
ASDH underwent surgery. Either anticoagulant drug
or antiplatelet drug was used in 2 patients and anti -
psychotic drugs were used in 6 patients.  Four patients
died and 2 were in severe disability, 3 were in moder -
ate disability and 5 patients had good outcome.
Conclusions: The traumatic brain injury of the elderly

resulting from fall accident during hospitalization was
occurred during moving movements.   The use of psy -
cho tropic medicine might be considered as the incen -
tive of fall accident, and the use of antiplatelet drug or
antiplatelet drug might be associated with the exacerba -
tion of intracranial lesions.  It is necessary to consider
the preventing methods for elderly fall accident ac -
cording to individual cases.

高齢者の病院内転倒・転落による頭部外傷
Clinical investigations of traumatic brain injury of elderly patients
resulting from fall accident in the hospital

人）に占める割合（高齢化率）は26.7％となってい
る。2060年には高齢化率は39.9％に達し，国民の
約2.5人に1人が65歳以上の高齢者となると推計
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されている 18）。また，高齢者の増加に伴い高齢者
の頭部外傷も増加傾向であり，高齢者のピークも
より高齢者にシフトしてきている 9,23）。
頭部外傷データバンク（Japan Neurotrauma Data

Bank: JNTDB）のProject Study（PRJ 2009）23）およ
びOne Week Study（OWS 2012）19）によれば65歳
以上の高齢者の頭部外傷の受傷原因として交通事
故の割合が減少し，転倒・転落事故の割合が増加
していた 20）。
今回，我々は当院に入院した症例で，病院内で

の転倒・転落事故により頭蓋内病変を合併した65
歳以上の高齢者症例の受傷機転・転帰について検
討した。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

2008年1月から2015年12月まで当院に入院し
た症例で，入院中に病院内で転倒もしくは転落し
頭蓋内病変をきたした65歳以上の症例を対象とし
た。転倒・転落は院内事故報告書と診療録によっ
て調査し，患者背景，受傷機転・状況，疾病内容，
転帰等について検討した。転倒・転落を契機とし
た慢性硬膜下血腫は除外した。

Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

対象期間に入院した症例はのべ2,207,497人で
あった。入院中に病院内で転倒もしくは転落した
症例は5,162人（2.34‰），このうち頭部打撲症例は
31例であり、頭蓋内病変をきたした症例は14例で
あった。対象症例14例の内訳をTable 1に示した。
14例の年齢は65〜86歳，平均74.2歳であり，男性
8名，女性6名であった。入院となった主病名は担
癌5例，肺炎2例，悪性リンパ腫2例，胆管炎・白
内障・糖尿病・心不全・熱中症が1例ずつであり，
入院時のGCSは10から15であった。受傷機転は転
倒が4例（トイレ内3例，廊下1例），転落が10例
（ベッドから転落9例，ストレッチャーから転落1
例）であった。受傷時刻は午前3時から午前7時台
が5例，午後1時台が1例，午後8時から午前0時
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までが8例であった。受傷後に合併した主たる頭蓋
内病変は外傷性くも膜下出血8例，急性硬膜下血腫
4例，脳挫傷2例であった。14例のうち1例で抗血
小板薬と抗凝固薬，1例で抗血小板薬を服用してい
た。急性硬膜下血腫の1例で急性期に開頭血腫除去
術が施行されたが，他の13例は保存的治療であっ
た。睡眠導入剤を服用していた症例は6例であり，
このうち5例はBenzodiazepine系薬剤を服用してい
た。主な既往歴や合併症は高血圧5例，脳梗塞3例，
心疾患3例，脂質異常症3例，糖尿病2例，認知症
2例，消化器疾患2例，痙攣1例，気管支喘息1例
であった。退院時のGlasgow Outcome Scale（GOS）
はgood recoveryが5例，moderate disabilityが3例，
severe disabilityが2例，deadが4例であった。開頭
手術を施行した症例は術後に播種性血液血管内凝固
症候群を併発し死亡した。死亡した4例のうち胆嚢
癌の症例は原疾患による死亡であった。

Ⅳ─────────────── 症例呈示 ─

〔Case 6〕

81歳，女性。血液内科入院し悪性リンパ腫に対
する化学療法を予定通り終了し自宅退院予定で
あった。毎朝Aspirinを100 mg/day服用し，20時
頃にはBrotizolamを服用していた。Brotizolam服
用約1時間後の20時55分頃，病棟のトイレ内で転
倒した。受傷直後の頭部CTで左前頭葉に急性硬膜
下血腫と外傷性くも膜下出血を認めた（Fig.1）。意
識清明であり経過観察としたが，受傷12時間後に
は右前頭葉に脳挫傷に伴う脳内出血が出現してい
た（Fig.2）。受傷47日後の頭部CTでは出血も吸収
され（Fig.3），受傷59日後にSDの状態でリハビリ
テーション目的に他院に転院となった。

〔Case 12〕

75歳，男性。30年前に他院で僧房弁置換術を施
行された。心内膜炎に伴う人工僧房弁不全による心
不全で当院紹介となり緊急で僧房弁置換術施行し
た。術後連日Aspirinを100 mg/dayとWarfarinを
1.5 mg/day服用し，不眠のため就寝前にNitrazepam
とRisperidoneを服用していた。術後の経過は順調

で自宅退院に向けてリハビリテーションを行ってい
たが，術後36日目の午前4時にトイレに行こうと
してベッドから落下し頭部を強打した。当初は意識
清明であったが徐々に意識レベルが低下しGCS: 5
（E1V1M3）となったため，受傷から7時間後に頭部
CTを施行された。この時のCTで左前頭葉に広範な
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Fig.1 CT taken 15 minutes after injury showed left acute
subdural hematoma.

Fig.2 CT taken 12 hours after injury showed right frontal
brain contusion and thick left subdural hematoma.

Fig.3 CT on discharge showed complete resolution of
hematoma.
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硬膜下血腫，脳挫傷を認めた（Fig.4）。この時点で
のPT-INRは2.13であったが，すでに両側瞳孔散大
し対光反射も消失していたため手術適応外と判断し
た。その後，脳浮腫による脳ヘルニアをきたし受傷
9日後に死亡した（Fig.5，Fig.6）。

Ⅴ─────────────── 考　　察 ─

JNTDBの報告では我が国の高齢者頭部外傷の受
傷原因として交通事故の割合が減少し，転倒・転
落事故の割合が増加している 20）。高齢者の転倒・
転落の特徴として，高所からの墜落よりも平地で
の転倒による受傷が多い傾向がある 10）。加齢に伴
う身体能力（視力・聴力・平衡感覚）の低下や認知
機能低下による判断力低下が高齢者における転倒
の危険因子と考えられており，また，心機能低下
や起立性低血圧などの血管調節能の低下，半身麻
痺などの脳血管障害後遺症，造血障害，耐糖能異
常，脱水や発熱，睡眠導入剤の使用なども転倒の
原因となる 17）。また，入院後の筋力低下による運
動能力の低下も転倒の誘引となる 10）。
各施設で転倒・転落を予防するために様々な取り

組みが実施されている 11）にもかかわらず，転倒・
転落がなくなることはない。病院内での転倒・転落
の発生率は2.03〜2.81‰（平均2.51‰）との報告 8）

があり，当院での2010年から2015年までの発生率
も2.13〜2.86‰（平均2.45‰）であった。近年の治
療手段の向上により高齢者の神経外傷の死亡率は減
少傾向にあるが，予後良好例は増加していない 23）。
これは頭部外傷後遺症を有する高齢者がますます増
加することを示唆しており，高齢者の転倒・転落防
止への取り組みが喫緊の課題といえる。
高齢者の頭部外傷の約20〜30％に遅発性悪化が

認められ，その原因として遅発性頭蓋内血腫，頭蓋
内血腫の遅発性増大，挫傷性浮腫の増悪などが考え
られている 12）。我々の症例でもGOSがSDとDead
になった症例は挫傷性の脳内出血の増大や脳浮腫の
遅発性増悪が認められ，SDの2例中1例でAspirin，
Deadの4例中1例でAspirinとWarfarinを服用して
いた。WarfarinやDOAC（direct oral anticoagulant）
などの抗凝固薬とAspirinやCilostazolなどの抗血
小板薬が頭部外傷の予後に関係することが指摘され
ており 21），外傷性頭蓋内出血の増大をきたし予後
不良になりやすい 2,4,5,22）。その一方で，低用量アス
ピリンは高齢者の転倒による頭蓋内出血の予後には
大きく影響せず，抗凝固療法が予後悪化因子である
という報告 6）や低用量アスピリン単独では予後の変
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Fig.4 CT taken 7 hours after injury showed left frontal
brain contusion and bilateral traumatic subarachnoid
hemorrhage.

Fig.5 CT taken 32 hours after injury showed left frontal
brain contusion with midline shift to the right side.

Fig.6 CT taken 5 days after injury showed massive left
brain swelling.
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化に非服用者と大きな違いはみられず抗凝固療法や
抗血小板多剤療法をしている方が予後不良であった
とする報告もある 7）。抗凝固薬や抗血小板薬を服薬
している患者が頭部外傷を受傷した場合に，これら
の薬剤を中断し出血傾向を是正すべきかどうか，中
断することによる血栓塞栓性合併症発症の危険性を
どう予見するのか，その対応に一定の見解は得られ
ていない 1,12）。
転倒は一般にトイレへの行き帰りや 3），ベッド周

囲での転倒が多く移動の最中に多い傾向がある 13）。
今回の結果でも移動に絡むベッドからの転落が最
も多かった。また，受傷時間は深夜3時から早朝7
時台までの時間帯と20時から24時台までの2つの
時間帯にピークがあった。この受傷時間のピーク
に関しては他施設も同様の傾向である 16）。高齢者
においては Benzodiazepine 系睡眠導入剤や非
Benzodiazepine系薬剤のZolpidemが転倒・転落に
深くかかわっているとの報告がある 14）。我々の症
例では2例でZolpidemを服用しており，内1例は
Benzodiazepine系睡眠導入剤も併用していた。22
時 か ら 23 時 台 に 転 倒 し た 5 例 中 2 例 が
Benzodiazepine系薬剤を，1例がZolpidemを服用
していた。高齢者では排尿に伴う中途覚醒とこれ
らの向精神薬によるふらつきが22時〜23時台の転
倒・転落の誘因になった可能性が考えられる。高
齢者への向精神薬の投与に関しては，ケアにあた
る医師・看護師・薬剤師などで十分に患者情報を
共有し薬剤の適正使用をすることが望まれる。

病院内での転倒・転落を予防するためには症例
毎の転倒・スコアシートの作成など，個々のリス
ク評価と対応策を検討する必要がある。睡眠導入
剤使用の有無，聴覚障害，脱水・浮腫の存在，認
知症・せん妄の存在，トイレ介助，ふらつき感，
夜間のトイレ使用などが高リスクとなっており 15），
このような状態の高齢者には特に注意が必要であ
る。また，高齢者では入院生活による運動制限で
身体機能が低下し，薬物の副作用や慣れない生活
環境などで転倒・転落が発生しやすいと考えられ
る。これらの危険因子への対応策を立てていき医
療スタッフ間，患者・家族間での転倒・転落のリ
スクの認識向上を図ることが重要である。

Ⅵ─────────────── おわりに ─

当院に入院中に院内で転倒・転落し，頭蓋内病
変をきたした65歳以上の高齢者について検討し
た。深夜から早朝の時間帯と準夜帯に発生のピー
クがあり，いずれも移動する動作中の発生であっ
た。向精神薬の使用が転倒・転落の発生誘因とし
て考えられ，抗血小板薬や抗凝固薬が頭蓋内病変
の増悪に関与する可能性が考えられた。高齢者に
おいては，個々の症例に応じて転倒・転落の発生
予防のための方策を様々な角度から検討していく
ことが必要と考えられた。

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。
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

重症頭部外傷急性期には，凝固線溶系の異常を
伴うことがよく知られているが 17），その程度は局
所性脳実質損傷の程度により異なる 16）。急性硬膜

下血腫や脳挫傷では，局所性脳実質損傷を伴いや
すいため，凝固線溶系異常をきたしやすいとされ
る。年齢階級別にみると，特に高齢者では出血傾
向に陥りやすく，若年者と比べ予後不良であるこ
とが多い 15）。

原　　著
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Objectives : We aimed to evaluate coagulation-fibrino lysis
abnormalities in patients with severe head trauma according
to the age group and focal injury vs diffuse brain injury type.
Methods: We included 56 patients and divided them into

three age groups: the young group comprised 9 patients
aged ≤19 years ; the middle-aged group, 24 patients aged
20 – 64 years ; and the elderly group, 23 patients aged ≥65
years.  These three groups were com pared in terms of the
following: level of consciousness on admissioin; imaging
findings ; hemoglobin (Hb), platelets (Plt), prothrombin
time (PT), activated partial thromboplastin time (APTT),
fibrinogen, fibrin ⁄ fi brino gen degradation products (FDPs)
and D-dimer; and mortality rates.
Results : The consciousness level on admission did not differ

between the groups.  Comparison of imaging findings revealed
that the young group had a high proportion of patients with
traumatic subarachnoid hemorrhage, while the middle-aged
and elderly group had a high proportion of patients with brain
contusion and acute subdural hematoma.  No significant
differ ences were noted between the groups in Hb, Plt, PT,
APTT, or fibrinogen levels.  However, FDP and D-dimer levels
were significantly higher in the middle-aged and elderly group.
The middle-aged and elderly group also showed a significantly
higher mortality rate than the young group.
Conclusions: The proportion of patients with focal brain

injury was higher in the middle-aged and elderly group than
in the young group, and patients in the middle-aged and
elderly group developed hyper fibrinolysis immediately after
sustaining injuries.  There is no reliable treatment for hyper-
fibrinolysis.  Investigating the effect of treatment of hyper -
fibrinolysis in severe head trauma should be a priority for
future research.

重症頭部外傷急性期における凝固線溶系の年齢階級別評価と治療戦略
An evaluation and treatment strategy according to the age group and focal brain vs diffuse brain
injury type for coagulation-fibrinolysis abnormalities of severe head trauma
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本研究では，凝固線溶系異常の年齢階級別，脳
損傷形態別の比較をし，重症頭部外傷急性期の治
療戦略について検討した。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

2010年4月から2014年3月までの4年間に久留
米大学高度救命救急センターに搬入された初診時
Glasgow Coma Scale （GCS）8以下の重症頭部外傷
患者56名を対象とし，retrospectiveに検討した。
頭部以外に外傷がある多発外傷患者や他院からの
転送例は除外した。また凝固線溶系に影響を与え
ることが推測される既往歴，常用薬を背景にもつ
患者（悪性腫瘍，肝機能障害，抗血小板剤内服，
抗凝固剤内服）も除外した。
対象群を0〜19歳の若年群9名（男性3名，女性

6名，身長139±18 cm，体重40±18 kg），20歳か
ら64歳までの中年群24名（男性21名，女性3名，
身長 170±7.7 cm，体重 68±11 kg），65歳以上の
高齢群23名（男性13名，女性10名，身長155±9.3
cm，体重54±11 kg）に分け，初診時意識レベル，
画像所見，外科的治療を要した割合（手術率），
受傷から採血までの時間，Hemoglobin（Hb），
Platelet（Plt），凝 固 線 溶 系 マ ー カ ー で あ る
prothrombin time（PT），activated partial thrombo -

plastin time（APTT），Fibrinogen，fibrin ⁄ fibrinogen
degradation products（FDP），D-dimer，搬入から
24時間までに投与された輸血量および受傷から30
日時点での死亡率について比較検討した。また局
所性脳実質損傷を伴った急性硬膜下血腫や脳挫傷
と，局所性脳実質損傷を伴わないびまん性脳損傷
や局所性脳損傷の分類に含まれるが脳実質損傷の
ない急性硬膜外血腫における線溶亢進の違いにつ
いて検討を加えた。統計学的検定は，Steel-Dwass
法またはStudent’s t test（統計ソフト：Statcel 3）を
用い，結果は平均±標準偏差（SD）で示し，有意水
準を 0.05 とした。また，FDP とD-dimer の検査
は，LSIメディエンス社のラテックス免疫比濁法で
測定した。

Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

初診時意識レベルは若年群でGCS 5.7±0.9，中
年群で5.2±1.7点，高齢群で5.0±1.7と有意差は認
めなかった。
画像所見をFig.1に示す。若年群では外傷性くも

膜下出血を多く認め，脳挫傷や急性硬膜下血腫な
どの局所性脳実質損傷の割合は33％と少ない傾向
にあった。手術率も22％と低値であった。一方，
中年群では，脳挫傷や急性硬膜下血腫が多く，局

神経外傷 Vol.40 2017

Fig.1 Imaging findings according to the age group.
Comparison of imaging findings revealed that the young group had a high
proportion of patients with tSAH, while the middle-aged and elderly groups had
a high proportion of patients with brain contusion and ASDH.
AEDH: Acute Epidural Hematoma, ASDH: Acute Subdural Hematoma, DBI:
Diffuse Brain Injury, tSAH: Traumatic Subarachnoid Hemorrhage
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所性脳実質損傷の割合は83％と若年群に比べ有意
に高値であった（p<0.05）。手術率も62.5％と高値
であった。また高齢群でも同様に脳挫傷や急性硬
膜下血腫を多く認め，局所性脳実質損傷の割合は
中年群と同様83％と高く，若年群に比べ有意に高
値であった（p<0.05）。手術率は43.5％であった。
受傷から採血までの時間は，若年群54±21分，

中年群50分±22分，高齢群58±26分と有意差は認
めなかった。採血結果をTable 1に示す。Hbは若年
群12±1.2 g/dl，中年群12±2.4 g/dl，高齢群11±2.7
g/dlと有意差は認めなかったが，Pltは，若年群
25±5.4 万/mm3に対し，中年群 23±6.9 万/mm3，
高齢群22±6.9万/mm3と年齢階級が上がるにつれ
低い傾向にあったが有意差は認めなかった。凝固系
マーカーであるPT，APTT，Fibrinogenはいずれの
値も若年群，中年群，高齢群で有意差は認めなかっ
た。一方，線溶系マーカーであるFDPは若年群
59.6±42.8 µg/ml に比べ，中年群で 213.5±211.2
µg/mlと有意に高値であった（p<0.05）。さらに高
齢群では297.6±304.3 µg/mlと年齢が上がるにつれ
FDPは上昇を示した。同様にD-dimerは，若年群
32.0±24.8 µg/ml に対し，中年群で 126.4±130.3
µg/ml，高齢群で162.8±161.8 µg/mlといずれも若
年群に比べ有意に高値であった（p<0.05）。

搬入から24時間までに投与された輸血量は，
Red Blood Cell （RBC）が若年群4.4±9.4単位，中

年群6.9±9.0単位，高齢群8.2±10.4単位と世代が
上がるにつれ多く投与された。Fresh Frozen
Plasma （FFP）も，若年群 2.7±5.9 単位，中年群
3.7±5.9単位，高齢群4.0±4.4単位とRBCと同様
の傾向にあった。Pltは，若年群2.2±6.7，中年群
2.1±4.1に対し，高齢群3.9±8.9と高齢群で多い傾
向にあった。
受傷から30日時点での死亡率をFig.2に示す。

若年群が22％であったのに対し，中年群46％，高
齢群57％といずれも若年群に比べ有意に高値で
あった（p<0.05）

神経外傷 Vol.40 2017

Table 1 The results of blood examination (Hb, Plt, PT, APTT, Fibrinogen,
FDP and D-dimer) on admission

No significant differences were noted between the groups in Hb, Plt, PT, APTT,
or finrinogen levels.  On the other hand FDP and D-dimer levels were signifi -
cantly higher in the middle-aged and elderly group than the young group.

Group the young the middle-aged the elderly

Hb (g/dl) 12±1.2 12±2.4 11±2.7

Plt (104/mm3) 25±5.4 23±6.9 22±6.9

PT (%) 76±11 80±23 81±23

APTT (seconds) 29±4.7 33±14 33±16

Fibrinogen (mg/dl) 210±50 207±120 226±74

FDP (µg/ml) 59.6±42.8 213.5±211.2 297.6±304.3

D-dimer (µg/ml) 32.0±24.8 126.4±130.3 162.8±161.8

Fig.2 The mortality rate according to the age group.
The middle-aged and the elderly group showed a signifi -
cantly higher mortality rate than the young group.
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全症例のうち，脳挫傷や急性硬膜下血腫など局
所性脳実質損傷を伴った症例は 43 例であり，
FDP，D-dimerの平均は，それぞれ269.6 µg/ml，
156.3 µg/mlであった。これに対し，急性硬膜外血
腫や外傷性くも膜下出血など局所性脳実質損傷を
伴わなかった症例は13例で，FDP，D-dimerの平
均は，それぞれ40.1 µg/ml，31.3 µg/mlであった。
以上から，局所性脳実質損傷を伴った症例の方が
FDP，D-dimerは有意に高値であった（p<0.05）。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

重症頭部外傷急性期に生じる凝固線溶系の異常
について，多くの報告があり，以前から知られて
いるが，その発症メカニズムについての報告は少
なく解明に至っていない。概念的には，脳実質損
傷により凝固線溶系の組織因子が放出され，全身
性に播種性血管内凝固（disseminated intravascular
coagulation, DIC）が惹起されるといった内容 6）や
損傷された組織因子を介して外因系へ影響し凝固
系が働き，その後に爆発的に線溶亢進へ移行する
こと 13）などが報告されている。脳実質は単位重量
あたりの組織因子が多く含まれており 7），重症頭
部外傷では脳実質損傷により大量の組織因子が放
出される。そのため，著明な凝固反応とそれに引
き続く著しい線溶亢進が生じる。その結果，凝固
因子とともに線溶を抑制するα2-プラスミンインヒ
ビター（α2-PI）が枯渇し，プラスミンの制御不全
から出血傾向をきたすとされている 9,10）。この反応
は損傷をうけた脳の程度によって比例するため 8,16），
局所性脳実質損傷を伴いやすい脳挫傷や急性硬膜
下血腫では顕著となる。本研究における年齢階級
別比較では，びまん性脳損傷が特徴的な小児にお
いては，FDPやD-dimerが低値であり，局所性脳
損傷が特徴的な中年群および高齢群ではFDPやD-
dimerは高値を示した。また，脳損傷の形態別比較
では，局所性脳実質損傷を伴った症例は，それ以
外の症例と比較し，FDPやD-dimerは有意に高値
であったことから，局所性脳実質損傷の程度が線
溶系に影響していることが推測される。

小児と高齢者の脳損傷の特徴を疫学的にみると，

小児はびまん性脳損傷，高齢者は局所性脳損傷が
多く 18），本研究でも一致している。さらに，局所
性脳損傷は線溶亢進が著しく，高齢群で有意に高
くなっており，損傷の形態と年齢での特徴も一致
していることが確認された。これは，脳容積の低
下により，受傷早期に頭蓋内圧亢進や脳ヘルニア
をきたしにくく，神経症状の出現に時間を要し，
大きな頭蓋内出血や急性硬膜下血腫が生じやすい
ことも影響している可能性が考えられる。また，
心疾患や肺疾患，凝固異常など何らかの合併症を
有していることが多く，生理学的予備能の低下か
ら低血圧や低酸素などの影響を受けやすく，二次
性脳損傷により血腫拡大をきたしやすい 2,4,5）こと
も影響している可能性がある。このように，高齢
群では解剖学的および生理学的観点からも線溶亢
進をきたしやすいと考えられる。これに対して，
小児においては，頭蓋が高い可塑性と変形性を有
しており，機械的ストレスに対する脳の変化が最
小限に抑えられるため，衝撃を吸収する能力に優
れており，局所性脳損傷が発症しにくく，脳腫脹
や占拠性病変による頭蓋内圧亢進が起こりにくい
ため，脳ヘルニア等の重篤な頭蓋内病変に合併す
る二次性脳損傷の進行を抑止する働きがある 14）と
考えられており，損傷の吸収があるため，線溶亢
進は高齢群よりも低くなっている可能性がある。
このことが予後へ影響しているものと考えられる。
高山 15）は，頭部外傷急性期の凝固線溶系に関し

て，65歳未満群と65歳以上群の2群間比較を行
い，65歳以上群でFDP，D-dimerが有意に高く，
死亡率も高値であることを報告しており，我々の
研究結果と一致する。その中でD-dimerの変化量
に対する死亡率のオッズ比の変化について比較検
討しており，100 µg/mlの時点で65歳未満群の死
亡率の危険オッズ比が9.43に対し，65歳以上群で
は64と約7倍になっている。この結果から，高齢
者は出血傾向をきたしやすく，死亡率も高いこと
が推測される。
局所性脳実質損傷を伴った中年以降，特に高齢

者に生じやすい受傷早期の線溶亢進に対し，予後
を改善するためには何らかの対応策が必要である。
大量出血が想定される外傷症例を対象に抗線溶療
法としてトラネキサム酸の投与により死亡率を有

神経外傷 Vol.40 2017
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意に減少させるとする報告があるが，頭部外傷に
おいてはその統計学的な有意差は示されなかった
が 3），若干の改善傾向を認めている。さらにトラ
ネキサム酸による有害事象を認めなかったことも
あり，その効果に期待する報告もある。そのため，
現在，頭部外傷に対するトラネキサム酸投与の有
効性について randomized clinical trials （CRASH-3）
が行われており，結果が待たれるところである。
またGCS7以下の重症頭部外傷に対する凝固線溶
系異常に対してFFP投与の有効性が報告されてい
る 11）。一方，頭部外傷に対するFFPの有効性を否
定した報告も散見される 1）。その他，頭部外傷に伴
う凝固異常に対して recombinant activated factor
Ⅶa （rFⅦa）の投与が3名の小児に有効であった
とする報告 12）があるが，rFⅦaの投与が頭部外傷
の予後や死亡率の減少に無効であったとする報告
もみられ，重症頭部外傷に伴う線溶系亢進に対し
て確立した治療法がないのが現状であり，今後さ
らなる研究が必要である。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

重症頭部外傷において世代別にみると，中年群
や高齢群では，若年群と比べ脳挫傷や急性硬膜下
血腫など局所性脳実質損傷が多く，そのため受傷
早期から線溶系が亢進し，若年群と比べ転帰不良
である。特に高齢群ではその傾向が著明であり，
出血傾向による二次的脳損傷を惹起している可能
性もある。局所性脳実質損傷を伴った中年群，高
齢群の線溶亢進に対する線溶抑制などの新たな治
療が必要とされており，更なる研究が期待される。

著者のうち，野澤正寛，岡田美知子，加藤文崇，平泉志保
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。
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

重症頭部外傷は特に若年者の死亡原因として多
くを占めており，生存例でも大きな後遺症を残し

うる。頭部外傷による経済損失は大きく，北米に
おける推計では生涯必要な医療費は92億ドルであ
り生産性の損失は512億ドルに及ぶとされ 13），全
世界的に問題となっている。
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Purpose: The present study is to analyze the predictive
factors for good outcomes after head injury. 
Methods: We retrospectively collected inpatient data

of head injury between April 2012 and October 2015.
Patients under 10 years old, with severe extra-cephalic
injury, more than 3 days after injury on arrival were
excluded.  We defined Glasgow Outcome Scale 5 or 4
as favorable outcome, and evaluated at the time of
hospital discharge.
Outcome: Two hundred twenty-seven patients were

enrolled, their average age was 63.4, and women
accounted for 29.5%.  25.1% of patients received one
and more antithrombotic agents.  Multivariate analysis
identified age (odds ratio 0.68 {10-year increments},
95% confidence interval (CI) 0.54–0.86, p=0.0012)
and level of consciousness (4-graded evaluation of
Japan Coma Scale; JCS-0, JCS-one digit {1–3}, JCS-two
digits {10–30}, JCS-three digits {100–300}) on admis -
sion (odds ratio 0.18 {1-grade deteriorations}, 95% CI
0.08–0.39, p=0.000014) as independent predictive fac -
tors of favorable outcomes.  Neither surgical interven -
tion nor antithrombotic therapy showed a significant
difference.  We defined a simple math formula (D-
dimer × WBC × age ⁄ 1000) as prognostic index (PI), it
would be better for the cutoff value of PI to be under
400 according to the results of ROC curve (area under
the curve 0.83, 95%CI 0.753–0.907, sensitivity 60.7%,
specificity 92.9%).  When PI is under 400, positive pre -
dictive value for favorable outcomes would be about
95%.
Conclusion: We analyzed the predictive factors for

good outcomes after head injury.  younger age and/or
better level of consciousness on admission related
with favorable outcomes significantly.  Value of D-
dimer and/or WBC may have potentials to predict
favorable outcomes.

頭部外傷入院患者における転帰良好の予測因子についての検討
Analyze the predictive factors for good outcomes after head injury
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頭部外傷患者の予後予測については今まで様々
な報告があるが，いまだ一定のコンセンサスが得
られていない 1,7,8,11）。また多くの報告は予後・転帰
不良に関しての検討であり，良好因子について報
告は多くない。転帰良好例を予測することができ
れば，患者家族との面談で後の展望をより早期か
ら示すことができること，医療資源の投入をより
適切に分配できる可能性があることなどから有用
であると考えられる。
今回我々は，頭部外傷急性期に入院した患者に

おいて，予後良好に関連する因子の検討を行った
ので報告する。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

〔 1〕患者

2012年4月〜2015年10月の期間に，脳神経外科
に入院した頭部外傷患者を対象とした。著者の転勤
に伴い，2012年4月〜2015年3月までは日立製作

所日立総合病院，2015年4月〜同年10月までは茨
城西南医療センター病院での症例を集積した。共に
地域の中核を担う3次救命救急センターである。10
歳未満の小児例，頭部以外に重症・致命的な外傷が
ある症例，非急性期に入院した症例（慢性硬膜下血
腫や受傷から4日以上経過した外傷例など），医原
性，非外傷性の硬膜下血腫などは除外した。

〔 2〕検討項目・統計解析

主要評価項目は退院時の転帰良好であり，
Glasgow Outcome Scale （GOS）5 –good recoveryお
よびGOS 4 –moderate disabilityを転帰良好と定義
した。以下の項目について後方視的に検討を行っ
た；年齢，性別，抗血栓薬の有無，入院時意識レ
ベル（Japan Coma Scale –0，JCS –1桁，JCS –2桁，
JCS –3桁の4段階で評価），頭部以外の外傷（extra-
cephalic injury, 以下ECI）の有無，手術加療の有
無，入院期間。副次的な解析として入院時の検査
値（Alb, Cre, WBC, Hb, PLT, PT-INR, D-dimer）に
ついて，欠損値がない症例に限定して検討を行っ

神経外傷 Vol.40 2017

Table 1 Patient demographics

平均年齢（range） 63.4歳（10～99） 入院時主病名
女性 29.5%（67） 脳震盪 18.1%（41）
抗血栓薬使用 25.1%（59） 頭蓋骨骨折 4.4%（10）
ECI 24.2%（55） 外傷性SAH 24.8%（56）
入院時意識レベル 脳挫傷 15.9%（36）

JCS –0 1.3%（3） 急性硬膜外血腫 8.0%（18）
JCS –1桁 11.5%（26） 急性硬膜下血腫 24.3%（55）
JCS –2桁 30.8%（70） びまん性脳損傷 3.5%（8）
JCS –3桁 56.4%（128） その他 0.9%（2）

手術あり 11.9%（27）
入院期間（range） 17日（1～141）
退院時GOS 症例数 合計　227例

5 –GR 43.6%（99） 日立総合病院 172

4 –MD 26.5%（60） 茨城西南医療センター病院 55

3 –SD 8.8%（20）
2 –VS 4.4%（10）
1 –D 16.7%（38）

[% (num.)]

Abbreviations: ECI, extra-cephalic injury; GR, good recovery; MD, moderate disability ; SD, severe disability ; VS,
vegetative state ; D, death.



45

た。全ての統計解析はEZR ver. 1.27（R ver. 3.1.1,
R commander ver. 2.1-2）を用いて行い 5），単変量
解析はFisher’s exact test（名義変数）およびMann-
Whitney U test（連続変数）にて，多変量解析は
logistic regression analysisにて解析を行った。p値
<0.05を有意水準とした。

Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

〔 1〕患者（Table 1）

対象は227症例（日立総合病院172例，茨城西南
医療センター病院55例），平均年齢は63.4歳，67
例（29.5％）が女性であった。入院時主病名は外傷
性くも膜下出血，急性硬膜下血腫，脳震盪の順に
多かった。入院時意識レベルは大半が2~3桁で
あった。入院時抗血栓療法は59例（25.1％）で行
われており，高齢女性に多い傾向であった。平均
在院日数は17日であり，抗血栓療法を行っている
患者は入院期間が長い傾向にあったが（22.3 vs
15.0日），多変量解析では有意差はなかった。70％
が転帰良好（GOS≧4）であった。

〔2〕 転帰に関連する因子について

転帰良好群（GOS≧4）とそれ以外の群に分けて

検討した。単変量解析で有意差を示したのは，年
齢，入院時意識レベル，手術介入の有無であった
（Table 2）。多変量解析で転帰良好に関連する独立
した因子は，年齢と入院時の意識レベルであり，
それぞれオッズ比10歳上昇につき0.68（95％信頼
区間0.54〜0.86,  p=0.0012），オッズ比0.18（95％
信 頼 区 間 0.08〜0.39,  p=0.000014）で あ っ た
（Table 3）。抗血栓薬の使用や手術介入は有意差を
認めなかった。血液検査値の解析は欠損値のない
126症例に対して行った。転帰良好に関連する因
子は，年齢，D-dimer値，WBC値であり，値が低
い方が転帰良好であった（Table 4）。抗血栓薬の使
用とD-dimer値，Hb値，PLT値とは相関を認めな
かった。

〔 3〕転帰予測式；Prognostic Index について

D-dimer 値 × WBC 値 × 年 齢 ／1000 を PI
（Prognostic Index）と定義すると，転帰良好群で
有意にPI値が低かった（ p<0.01）（Fig.1）。受信者
操作特性曲線（ROC曲線）から，cut off値は400
が最も適していると考えられた（曲線下面積0.83，
95％信頼区間0.753〜0.907，感度60.7％，特異度
92.9％）。PI＜400であれば転帰良好のオッズ比は
19.5（ p<0.01**）であり，転帰良好の陽性的中率
は約95％となった（Fig.2）。
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Table 2 Comparison of demographics and factors between the two groups

転帰良好（GOS≧4） 転帰非良好（GOS≦3） n=227

％（num.） 70.0%（159） 30.0%（68）
年齢 ± SD 59.5 ± 24.0歳 72.6 ± 15.6歳 ＜0.01**

女性 27.0%（43） 35.3%（24） 0.266

抗血栓薬使用 24.5%（39） 29.4%（20） 0.509

ECIあり 20.8%（33） 32.4%（22） 0.066

入院時意識レベル
JCS –0 1.9%（3） 0%

＜0.01**
JCS –1桁 16.4%（26） 0%
JCS –2桁 38.4%（61） 13.2%（9）
JCS –3桁 43.4%（69） 86.8%（59）

手術あり 8.2%（13） 20.6%（14） 0.013*

平均在院日数 16.2日 18.5 日 0.101

Fisher’s exact test, Mann-Whitney u test *p<0.05, **p<0.01
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Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

頭部外傷入院患者の転帰予測因子について検討
を行った。全体として年齢が若く入院時の意識レ
ベルが良い患者は転帰が良好であり，実臨床で受
ける印象と解離のないものであった。検査値では
D-dimer値やWBC値が転帰良好と独立して関連し
ており，ともに値が低い方が転帰良好となる傾向
があった。PI（D-dimer 値 × WBC 値 × 年齢／
1000）＜400であれば転帰良好となる陽性的中率
が約95％であり，転帰を予測する一助になる可能
性が示された。

頭部外傷後の予後予測については今まで様々な報
告があり，関連する因子として，来院時のGlasgow
coma scale（特にmotor score），CT での異常所見

（外傷性くも膜下出血，脳槽の拡大，正中線偏位な

ど），瞳孔不同，年齢，全身外傷や合併症，低血圧，
低酸素血症，発熱，頭蓋内圧，脳還流圧などが挙げ
られている 1,7,8,11）。本研究では入院時意識レベルを
JCSで評価したが，GCS同様に転帰良好と有意に関
連していた。頭部以外の外傷の有無（ECI）は転帰
良好との関連を示さなかったが，頭部以外の重篤な
いし致命的な外傷を除外した本研究のデザインによ
り有意差を示さなかった可能性がある。手術介入の
有無は単変量解析でのみ有意差が得られたが，より
重症な患者で手術になりやすい傾向があるためと考
えられた。抗血栓薬使用も転帰と関連しなかった
が，本研究は入院患者のみを研究の対象としてお
り，入院の要否の判断は担当した医師の裁量権に委
ねられていることから，抗血栓薬を使用している患
者はより軽症でも経過観察入院となっていた可能性
があったかもしれない。
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Odds ratio 95％ confidence interval p value

年齢（10歳上昇ごとに） 0.68 0.54〜0.86 0.0012**

男性 1.43 0.69〜2.99 0.34

抗血栓薬使用 1.55 0.71〜3.39 0.28

入院時意識レベル（1段階下がるごとに） 0.18 0.08〜0.39 0.000014**

ECIあり 0.52 0.23〜1.18 0.12

手術あり 0.41 0.16〜1.06 0.065

入院期間 1.01 0.99〜1.02 0.47

Table 3 Multivariable analysis (logistic regression analysis)

**p<0.01

Table 4 Multivariable analysis (logistic regression analysis)   n=126

Odds ratio 95％ confidence interval p value

年齢 0.96 0.93〜0.99 0.014*

WBC 0.99 0.98〜1.00 0.028*

Hb 1.03 0.82〜1.31 0.78

PLT 0.94 0.88〜1.01 0.10

Alb 0.86 0.27〜2.71 0.79

Cre 0.89 0.16〜5.03 0.89

PT-INR 0.76 0.31〜1.89 0.56

D-dimer 0.98 0.96〜0.99 0.0011**

*p<0.05, **p<0.01
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頭部外傷におけるバイオマーカーに関しては
S100B，neuron specific enolase（NSE），glial fibrillary
acidic protein（GFAP），ubiquitin carboxyl-terminal
hydrolase L1（UCH-L1）などの報告があるが，い
ずれも一般臨床で容易に測定されるものではな
い 3,9,15）。本研究では一般臨床下で通常に測定され
ている項目を検討し，WBC値とD-dimer値が転帰
良好と関連していた（Table 4）。一般に頭部外傷
後の転帰は，primary brain injury（一次性脳損傷）
とsecondary brain injury（二次性脳損傷）により規
定される。前者は受傷時点に生じるものであり不
可避のものであるが，後者は受傷後から始まり数
時間〜数日に及ぶとされ，その機序としてフリー
ラジカルによる細胞質の損傷，電解質異常，ミト
コンドリア機能不全，炎症性反応，アポトーシス，

血管損傷／血管攣縮／微小血管閉塞等による二次性
の虚血，急性外傷性血液凝固障害（acute traumatic
coagulopathy, 以下 ATC）等の報告がある 6,10,12）。
これら病態の中で炎症性反応とWBC値が，ATC
とD-dimer値がそれぞれ関連していたのではない
かと我々は考えた。
外傷性脳損傷後に惹起される炎症性反応は，初

めは脳内に存在するmicrogliaが活性化されること
に始まるが，受傷直後から数時間のうちに血流内
の白血球が脳へと遊走し血管壁を透過して脳内の
損傷部位へと到達するとされる 14）。WBC値の上昇
と頭部外傷後の炎症性反応の程度が相関するとす
れば，WBCの上昇が軽度であれば二次性脳損傷が
軽く済み，結果として転帰良好と関連したものと
考えられた。
外傷後にはアシドーシス，低体温，大量輸液に

よる血液希釈，凝固因子の消費等により播種性血
管内凝固（DIC）が生じることがあるが，ATCは
DICとは独立して生じうる外傷後の血液凝固障害
である。特に頭部外傷患者ではATCが生じやす
く，外傷性脳損傷患者のおよそ1／3でATCが生じ
ているとされる 2,6）。ATCの本態は凝固因子の消費
や機能不全ではなく thrombomodulin-protein C系
の活性化であるとされ 2,4），ATCによって線溶系の
亢進および凝固能の低下が生じる 6）。D-dimerは線
溶系亢進状態の代理マーカーであるため，ATCの
病態を反映して上昇したものと考えられた。
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Fig.1 Prognostic Index (PI)  =  age × WBC × D-dimer ⁄ 1000.
The boxplot reveals PI value of the favorable outcome group is significantly smaller than another group (left).  The
ROC curve suggests that it would be better for the cutoff value to be under 400 (right).

Fig.2 Positive predictive value of prognostic index.
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Prognostic Index（PI）は，「D-dimer値 × WBC
値 × 年齢 / 1000」で算出するが，WBC ・D-dimer
とも外傷診療で一般に測定されるものであり，計
算も容易であることから汎用性は高いと言える。
PIは cut off値＜400で感度60.7％，特異度92.9％
であるが，臨床で使用する時には陽性的中率
（PPV）の方が重要である。本研究で全症例におけ
る転帰良好率は70％であり（これが事前確率とな
る），PI＜400での転帰良好のPPVはおよそ95％と
なった。入院時意識レベル JCS –3桁の患者では転
帰良好の事前確率は53.9％（69 ⁄ 128例）である
が，PI＜400での転帰良好PPVは90.9％となった。
このことからPI＜400であれば，入院時意識レベ
ルに関係なく90％以上の確率で転帰良好が予測で
きると言えるだろう（Fig.2）。なお，PIの陰性的中
率は高くないため，たとえPI＞400でも必ずしも
転帰不良にはならず，しかるべき治療介入をしっ
かりと行うことが望まれる。
本研究の限界として以下の点が挙げられる。ま

ず後ろ向き研究であり，患者のデータはできる限
り正確に収集しているがバイアスは防ぎえない。
また対象患者は急性期に限定しているが受傷から
入院（受診）までの期間には1〜3日のバラつきが
あり，特に検査値において外傷後の超急性期に生
じうる病態変化を捉えきれていない可能性がある。
投与した薬剤（輸血・血液製剤・antifibrinolytic
agentなど）や治療内容の検討，CT画像の重症度
との検討は行っていない。その他，症例数が少な
めであること，2つの医療機関に限定したデータで
あること，などが挙げられる。今後，症例数を増
やした前向き研究が望まれるだろう。
頭部外傷入院患者の転帰予測因子について検討

を行った。年齢が若く入院時の意識レベルが良い
患者は転帰が良好であった。D-dimer値やWBC値
を用いたprognostic indexが転帰予測の一助になる
可能性が示された。

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。
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

慢性硬膜下血腫（chronic subdural hematoma, 以
下CSDH）は脳神経外科の臨床において，しばしば
経験する疾患である。神経症状を伴う際には，穿頭
術を行うのが一般的であり，その治療成績も良好で

ある 3,5,7,9,10,11）。一方で，穿頭術の合併症として，脳
内出血や急性硬膜下血腫，急性硬膜外血腫，気脳
症，硬膜下膿瘍などが報告されており，治療に苦慮
する場合や重篤な経過をたどる症例もある 1,5,7,10,15）。
今回，われわれはCSDHに対する穿頭術後に既

存の血腫被膜外に新たな硬膜下血腫を合併し，診

症例報告
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Complications of surgery for chronic subdural
hematoma include such as acute subdural hematoma,
pneumocephalus and subdural abscess.  We report a
case of chronic subdural hematoma that was difficult
to diagnose and treat.  The patient was an 87-year-
old man who had fallen one day.  Two months later,
he devel oped right hemiparesis, and was taken to our
hospital by ambulance.  The diagnosis was chronic
subdural hematoma, and he underwent burr-hole
irri ga tion.  Right hemiparesis had improved after the
opera tion, but he became aware of clumsiness of the
right hand on the third postoperative day.
Subsequently, he addi tional ly developed aphasia, and
head CT performed on the 6th postoperative day
demonstrated a convex lens-shape d hematoma.
Therefore, he underwent cra niotomy and hematoma
evacuation with a diagnosis of acute epidural
hematoma.  However, no epidural hematoma was
observed intraoperatively.  When the dura mater was
dissected, a chronic subdural hematoma was seen.
Beneath the chronic subdural hematoma, there was a
previous chronic subdural hematoma.  We removed
it as much as possible and the operation was finished.
One month later, he developed right paresis and
aphasia again so we performed burr-hole irrigation.
The subsequent progress was good. 

On the CT image, subdural hematoma that
appeared outside the previous chronic subdural
hematoma capsule should be carefully distinguished
from acute epidural hematoma and acute subdural
hematoma, which is a postoperative complication of
chronic subdural hematoma.

診断および治療に苦慮した慢性硬膜下血腫の 1 例
A case of chronic subdural hematoma suffered about the diagnosis and treatment
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断に苦慮した稀な1例を経験したので文献的考察
を加えて報告する。

Ⅱ─────────────── 症　　例 ─

症　例：87歳，男性。
既往歴：高血圧，高尿酸血症にて近医内服加療中。
現病歴：X年8月に転倒し，同年10月Y日より動

作緩慢となり歩行不能となったため当院に救急搬
送された。来院時の意識レベルは，Glasgow Coma
Scale E4V4M4で，右不全片麻痺を認めた。血液生
化学検査では凝固系を含め明らかな異常所見はな
かった。頭部Computed Tomography （以下CT）で
左円蓋部に沿った等吸収域から軽度高吸収域の
CSDHを認め，正中偏位を伴っていた（Fig.1-a）。
同日入院とし，局所麻酔下に穿頭術を施行した。
手術は円滑に終了し，術後硬膜下ドレーンからの
血腫の排出も良好であった。手術直後から意識レ
ベルおよび右片麻痺は改善し，術後の頭部CT で血
腫は縮小していた（Fig.1-b）。術後3日目より右手
の巧緻運動障害を自覚するも，診察上明らかな麻
痺を認めず経過観察とした。しかし，その後から
徐々に失語も出現したため術後6日目に頭部CTを
施行したところ，左円蓋部に凸レンズ型の等吸収
域の病変を認め，一部に高吸収域が混在していた
（Fig.2）。穿頭術の創部直下に発生した急性硬膜外
血腫と判断し，緊急で全身麻酔下に開頭血腫除去
術を施行した。しかし，術中所見で硬膜外血腫は
存在せず（Fig.3），硬膜を切開したところ，血腫被
膜が確認された（Fig.4）。血腫被膜は軟らかく脆弱
で，切開すると暗赤色の流動性の血腫が流出した。
血腫を除去した後，その直下には既存のCSDHの
外膜が露出された（Fig.5）。このCSDHの外膜は最
外層の血腫被膜に比して厚く，切開すると再度流
動性の血腫が流出した。血腫を除去し，CSDHの内
膜および脳表を確認した（Fig.6）。最外層の被膜お
よび既存のCSDHの外膜を可及的に除去し，十分
に止血を行って手術を終了した。以上から，急性
硬膜外血腫ではなく既存の血腫被膜外に新たな硬
膜下血腫を合併したものと診断した。

病理学的所見では，最外層の血腫被膜および

CSDHの外膜にはいずれも毛細血管の増生や好酸
球の浸潤を認め，とくにCSDHの外膜は最外層の
血腫被膜よりも好酸球浸潤の程度が強かった

（Fig.7-a,b）。
術後経過は良好であったが，開頭術1ヵ月後に

再度右麻痺および失語を呈した。頭部CTにおいて
左円蓋部に等吸収域から高吸収域のCSDHが再発
しており（Fig.8），再度局所麻酔下に穿頭術を行
い，術後経過良好で独歩退院した。

Ⅲ─────────────── 考　　察 ─

CSDHに対する穿頭術の合併症のひとつとして
被膜外出血が報告されている 1,5,6,8,13）。
被膜外への出血の発生機序としては，硬膜下ド

レナージチューブ挿入時に生じる硬膜とCSDH外
膜との剥離 1），硬膜や脳表とCSDH外膜の間の脆
弱性 5,6），血腫吸引時の陰圧によって起こる硬膜と

神経外傷 Vol.40 2017

Fig.1
a) CT scan on admission. 

CT revealed left chronic subdural hematoma.
b) CT scan after the surgery.

Fig.2 6th day CT scan after the burr hole irrigation.
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CSDH外膜の剥離や全身性出血傾向 5）が推察され
ている。また，出血源としては皮質動脈 4），橋静
脈や transdural cortical anastomosisからの出血が
挙げられている 8）。その被膜外へ出血した血腫の

性状は，今までの報告では凝血塊の血腫であった
が 1,5,6,8,13），自験例では凝血塊を認めていなかった
のが特異的であった。本症例では出血傾向等の凝
固系を含め血液検査異常はなく，また，術中のド

神経外傷 Vol.40 2017

Fig.3 Operative photograph.
Epidural hematoma was not observed at the operation.

Fig.4 Operative photograph.
Chronic subdural hematoma appeared beneath the dura
mater.

Fig.5 Operative photograph.
The outer membrane of the previous chronic subdural
hematoma after removal of the outer subdural hematoma.

Fig.7
a) Outer membrane of previous chronic subdural
hematoma: It exhibits invasion of eosinophils.  Increase
of capillary vessels are not noticeable as compared with
the subdural extra-capsular membrane. 
b) The outermost membrane of subdural hematoma:
Infiltration of eosinophils and capillary vessels are shown.

Fig.8 One month after the craniotomy for the chronic
subdural hematoma including the extracapsular hema -
toma.

Fig.6 Operative photograph.
The surface of the brain after removing chronic subdural
hematoma.
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レーン挿入や術後ドレーンの管理も当施設におけ
る従来の治療法と差異はなく，出血源となるよう
な血管も存在しなかった。本例において被膜外に
出血を生じた原因や凝血塊がなかった理由は明ら
かではないが，高齢者であることから脳萎縮が関
与し硬膜とCSDHの外膜との間の剥離が誘発され
た可能性があろう。さらに，その剥離されたこと
によってできた被膜外の空間に残存血腫の一部が
流出し，流動性の血腫のみの被膜外血腫になった
ことが考えられた。
本例では被膜外の血腫に新たな被膜が存在して

いたが，その発生機序は明らかではない。一般的
にCSDHの血腫被膜の形成過程は，まず頭部外傷
などを契機として硬膜下に小出血が流出し，髄液
と混入して硬膜下貯留液となる 12）。すると，この
貯留液に対して硬膜側から反応性に線維芽細胞を
主体とする被膜が形成される。被膜は増生し，毛
細血管も新生してくも膜側にも拡がり貯留液を囲
むようになる 14）。成熟過程で好酸球の浸潤および
線維芽細胞の増殖，膠原線維の増生が活発となり
器質化が進み，被膜内出血を繰り返してCSDHが
増大していく 2,14）。受傷後30〜60日の経過で被膜
は成熟するが，外傷後7日目に血腫被膜が確認で
きたとの報告もある 14）。被膜外血腫の被膜も
CSDHの被膜と類似の機序と仮定すると，本例に
おいて術後6日目の発生は短期間であり，まだ器
質化が進んでおらず脆弱であったと推測される。
病理検査で被膜外血腫の被膜がCSDHの外膜に比
べて好酸球浸潤の少なかったことは，被膜が新生
して経過が短いことと矛盾しないと考えられる。
また，CSDHの外膜よりも肥厚していないことも
未熟な形成を裏付けるであろう。

被膜外の出血は，画像上では凸レンズ型や三日
月型と様々な所見を呈し 1,4,5,8,13），CSDH術後の急
性硬膜下血腫や急性硬膜外血腫との鑑別を要する。
本例は急性硬膜外血腫と術前診断し，開頭血腫除
去術を選択した。今までの検索し得た報告でも穿
頭術ではなく小開頭や大開頭血腫除去術を選択し
ている 4,5,6,8,13）。本例のように血腫が流動性であっ
た場合は穿頭術を選択肢の１つとして考えてもよ
いかもしれないが，血腫の性状は凝血塊や流動性
など様々であること，また急速に神経症状が悪化

する可能性があることから手術法としては穿頭術
ではなく，開頭血腫除去術を選択すべきであろう。

Ⅳ─────────────── おわりに ─

今回，われわれはCSDH術後に既存の血腫被膜
外に新たな硬膜下血腫を合併した稀な1例を経験
した。被膜外の血腫は画像上，急性硬膜下血腫や
急性硬膜外血腫との鑑別を要し，また外科的治療
の対象となることを念頭に置くべきであろう。

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。
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

くも膜嚢胞はくも膜からなる被膜に脳脊髄液が
貯留した先天性の嚢胞であり，発生頻度は人口の
0.1〜0.3％程度 3），中頭蓋窩に好発する 1,8,9）。ま
た，くも膜嚢胞を有する場合，外傷後に硬膜下血
腫や硬膜下水腫を生じやすく 10），症候性くも膜嚢
胞の症状としては頭痛や眩暈が多いことも報告さ

れている 5）。症候性くも膜嚢胞に対する治療とし
ては，開頭嚢胞開窓術や内視鏡的嚢胞開窓術，嚢
胞─腹腔シャント術などが過去に報告され，さら
に手術によって頭痛や眩暈といった症状や認知機
能の改善，またそれによるQOLの改善が得られる
ことも報告されており 5），手術療法の有用性が確
認されている。
今回我々は，嚢胞内出血・硬膜下血腫を繰り返し

症例報告
神経外傷 40（2017）54 – 59Official Journal of The Japan Society of Neurotraumatology

小原 亘太郎　　阿部 圭市　　長原 歩
橋本 和敏　　　小林 智範
kOTARO kOHARA, kEIICHI ABE, AyuMI NAGAHARA

kAzuTOSHI HASHIMOTO, TOMONORI kOBAyASHI

海老名総合病院 脳神経外科
Department of Neurosurgery,
Ebina General Hospital

Key words :
      Arachnoid cyst
      Trauma
      Microscopic fenestration
      Membranectomy
      Veins

Received November 18, 2016
Accepted May 30, 2017

Neurotraumatology 40 : 54–59, 2017

We encountered two surgical cases of symptomatic
middle cranial fossa arachnoid cysts and will report
on the findings in these surgical cases with additional
literature review.

Case 1 involved an 11-year-old boy who presented
with an arachnoid cyst with chronic subdural hema -
toma on CT and MRI after mild head trauma due to
soccer.  He experienced headache, vomiting, and gait
disturbance.  Initially, he underwent surgical removal
of the hematoma and microscopic fenestration of the
cyst wall under general anesthesia, and he recovered.
However, he needed re-operation because the subdural
hematoma recurred.  Re-operation involved membra -
nectomy and coagulation of bridging veins running
in the septum of the cyst, hema toma removal, and
cyst fenestration.  After re-operation, hematoma did
not recur for >15 months.

Case 2 involved a 56-year-old man with an arachnoid
cyst with subdural hygroma on CT and MRI after a
mild head trauma due to falling.  The patient reported
disturbances in discrete movement of left upper limb.
His initial surgical treatment included microscopic
fenestration with membranectomy, the hygroma did
not recur for >3 months.

Therefore, it is suggested that microscopic fenes -
tration with membranectomy and coagulation of
bridging veins around the cyst can reduce the post-
surgical recurrence rate of symptomatic middle cranial
fossa arachnoid cysts.

症候性中頭蓋窩くも膜嚢胞に対する開窓術の工夫
The microscopic fenestration for middle cranial fossa arachnoid cysts
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たために複数回の手術を要したくも膜嚢胞の1例
と，その1例目を踏まえて嚢胞の開窓とともに可
及的な嚢胞壁切除を行ったくも膜嚢胞の1例を経
験した。この経験を踏まえて再発例と非再発例に
対する手術の違い，工夫について文献的考察を加
えて報告する。

Ⅱ─────────────── 症　　例 ─

〔 症例 1〕

患　者：11歳，男児
既往歴：特記事項なし
現病歴：サッカー中の頭部打撲歴がある。1週間

前から頭痛・嘔吐が始まり，次第に歩行障害も出現
し当院を受診した。

来院時所見：意識レベルはGCS E3V5M6。活気
は不良でやや反応が鈍く，倦怠感が強かった。歩
行障害あるも，明らかな麻痺はみられなかった。
血液検査では血液凝固異常や血小板減少はみられ
なかった。頭部CTで右中頭蓋窩を中心とした硬膜
下血腫がみられ，血腫の内部に隔壁が認められた

（Fig.1-A, B）。MRIでもCTと同様の所見がみられ，
さらに血腫と考えられた部分にニボーが認められ
た（Fig.1-C）。

経　過：右中頭蓋窩くも膜嚢胞に嚢胞内出血と
硬膜下血腫を合併したものと診断した。小児例で
あり局所麻酔下穿頭ドレナージ術は困難と考え，
かつ血腫内部の隔壁構造を確認しながら手術を行
うという点を考慮して，全身麻酔下開頭血腫除去
術とくも膜嚢胞開窓術を行った。初回手術では嚢

胞隔壁内に発達した静脈を認めたが正常還流の一
部である可能性も否定はできなかったため，血腫
洗浄と脳底槽へのくも膜嚢胞開窓のみを行った。
術後CTでは血腫除去は良好であり（Fig.2-A, B），
経時的に神経所見の改善がみられたため術後9日
目で独歩自宅退院となった。
しかし，退院後12日目に頭痛の再燃があり，頭

部CTで嚢胞内出血と硬膜下血腫の再発を認めた
（Fig.2-C, D）。初回手術時の皮膚切開と開頭を再度
利用して2回目の全身麻酔下開頭血腫除去術を行
い，残存していたくも膜嚢胞壁を可及的に切除し，
出血の原因とも考えられた不安定な嚢胞隔壁内の

神経外傷 Vol.40 2017

Fig.1 CT images show a right chronic subdural hematoma, an intracystic hematoma, a
cyst membrane, and skull thinning adjacent to the cyst (A and B).  T2 weighted MRI shows
a niveau formation (C).

Fig.2 Postoperative CT obtained 7 days after the first
surgery, showing disappearance of the right subdural
hematoma (A and B).  Postoperative CT obtained 21
days after the first surgery, showing recurrence of the
subdural hematoma (C and D).
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静脈をバイポーラで凝固した（Fig.3-A, B）。脳表と
癒着した嚢胞壁は切除しなかった。その後，神経
所見は改善し，経時的にくも膜嚢胞が縮小し出血
合併症の再発なく経過している（Fig.4-A, B, C）。

〔 症例 2〕

患　者：56歳，男性
既往歴：高血圧症
現病歴：転倒による頭部打撲があり，その際に

他院で行った頭部CTで右中頭蓋窩のくも膜嚢胞を

指摘された。しかし，その他に明らかな異常所見
なく無症候性くも膜嚢胞のため経過観察となった。
その3ヵ月後，左上肢の巧緻性低下と躓きやす

さを主訴に当科を受診した。
来院時所見：意識レベルはGCS E4V5M6。左上

肢 の 巧 緻 運 動 障 害 あ る も Barré 徴 候 陰 性 ，
Mingazzini徴候陰性であった。頭部CTで右中頭蓋
窩のくも膜嚢胞を認め，さらに頭部打撲時のCTと
は異なり右前頭部から頭頂部にかけての硬膜下水
腫を認めた（Fig.5）。

神経外傷 Vol.40 2017

Fig.3 Intraoperative photographs showing the parietal cyst membrane covering the inside
of the dura mater (A) and the bridging veins running through the septum of the cyst (B).

Fig.4 Postoperative CT (A) and CT obtained 1 day (B) and 15 months (C) after the second
surgery, showing gradual reduction of the subdural space.

Fig.5 Preoperative CT showing a right middle fossa arachnoid cyst and a right subdural
hygroma.



57

経　過：右中頭蓋窩くも膜嚢胞に硬膜下水腫を
合併したものと診断した。1ヵ月間の経過観察で改
善傾向はみられず，職業従事に支障があったため
確実性の高い手術療法を選択した。症例1の経験
を踏まえて全身麻酔下開頭くも膜嚢胞開窓術を行
い，その際には再発防止のために可及的な嚢胞壁
切除を行った（Fig.6）。脳表と癒着した嚢胞壁は切
除しなかった。症例1とは異なり嚢胞隔壁内や周
囲には目立った静脈はなく，症例1のような静脈
の凝固処理は行わなかった。術後，症状は改善し
術後10日目で独歩自宅退院となった。その後，経
時的にくも膜嚢胞は縮小し硬膜下水腫の再発なく
経過している（Fig.7）。

Ⅲ─────────────── 考　　察 ─

くも膜嚢胞は頭蓋内の様々な部位に生じ得るが，
中でも中頭蓋窩（Sylvian fissure）は最も多くみら
れる部位であり 1,8,9），今回我々が経験した症例も
中頭蓋窩くも膜嚢胞の症例であった。症候性くも
膜嚢胞に対する手術加療に関してはこれまで数多

く報告がなされており，中頭蓋窩くも膜嚢胞に対
しての開頭や内視鏡による嚢胞壁開窓術，シャン
ト術，また硬膜下血腫合併例に対しては単純な穿
頭ドレナージ術での奏功例 6）も報告されている。
しかし，どの手術方法が最も優れているのかは未
だ議論の余地がある。
硬膜下血腫を合併した中頭蓋窩くも膜嚢胞症例

に対して穿頭ドレナージを行った報告において，
過去の報告と自験例をまとめ，術後再出血のため
開頭術を要したのは 18症例中 4症例（22％）で
あったことが示されている 6）。その結果からは術
後再発を考慮すると，手術加療の選択は単純に侵
襲性が低い方法を選択すればよいとは言いがたい。
開頭開窓術とシャント術を含めた76症例の手術

報告によると，開窓術を行った3.9％に開窓部分の
閉鎖がみられ，その他，硬膜下血腫（5.2％）や硬
膜下水腫の再発などを含めて17.1％に何らかの手
術合併症がみられた 5）。くも膜嚢胞に関係した硬
膜下血腫は，嚢胞周囲や嚢胞壁内の血管あるいは
嚢胞により拡大したSylvian fissure内の異常血管が
比較的軽微な外傷でも出血することが原因の可能
性があるといわれている 7）。Hellandらは内視鏡手

神経外傷 Vol.40 2017

Fig.6 Intraoperative photographs showing the membranectomy of the parietal cyst mem -
brane (A and B) and the opening of the basal cistern (C).

Fig.7 Postoperative CT obtained 3 months after the surgery, showing shrinkage of the
arachnoid cyst and disappearance of the subdural hygroma.
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術やシャント術において嚢胞内圧を低下させるこ
とにより硬膜と嚢胞壁の接地面が剥離し，同部位
から出血することで術後の硬膜下血腫の発生率が
高まる可能性を指摘しており 2），術野が広く操作
性のよい開頭術では他の手術方法より根治性とい
う点に関しては優れていると言える。
また，中頭蓋窩くも膜嚢胞に対する開頭でのく

も膜嚢胞開窓術では9〜24％に再手術を要したと
報告されているが，嚢胞開窓術の際に嚢胞壁切除
と嚢胞壁周囲のbridging veinsの凝固を行った報告
で再手術を要したのは5％（120症例中6症例）と
比較的低い割合であった 2）。そして，Lenaらは小
児例に対して嚢胞の開窓術とともに嚢胞壁切除を
行った場合の合併症発生率は5％（20症例中1症
例）であったと報告しており，その安全性を述べ
ている 4）。
今回我々は，中頭蓋窩くも膜嚢胞に対して単純

な嚢胞開窓術のみでは再発したために残存嚢胞壁
の可及的切除と嚢胞隔壁内の静脈の凝固の追加を
要した経験を踏まえ，嚢胞開窓術とともに可及的
嚢胞壁切除を行い良好な経過を得ることができた
症例を経験した。
これらのことから，くも膜嚢胞の開頭開窓術を

行う際の可及的嚢胞壁切除と嚢胞壁内の静脈処理
は手術加療における根治性を上げる工夫となり得
ることが示唆される。しかし，静脈処理に関して
は静脈還流障害を引き起こす可能性もあり，全手
術症例に静脈処理が必要であるのかは明確ではな
い。ただし過去の文献では嚢胞周囲の静脈処理を
行うことで手術合併症を増加させることはないこ
とが示されている 2）。今回我々が経験した2症例に
ついては，硬膜下血腫を合併したくも膜嚢胞では
嚢胞隔壁内に静脈の発達がみられ，硬膜下水腫を
合併したくも膜嚢胞では嚢胞壁内及び嚢胞壁周囲
に静脈の発達はみられなかったという違いがあり，
この相違点は過去の報告における考察内容 7）を支
持するものである。このことから嚢胞隔壁内や嚢
胞壁周囲の血管系の発達程度の違いがくも膜嚢胞
に伴う嚢胞内出血や硬膜下血腫の生じやすさに影
響している可能性が高く，それらを生じた症例や
静脈系の発達が目立つ症例に対して静脈処理を行
うことで手術の根治性が高まる可能性があると考

える。
我々が渉猟し得た範囲内で，くも膜嚢胞とその

合併症の手術方法を病態に応じて検討した報告は
みられなかった。今回の報告は2症例での検討で
あり，また最長15ヵ月の経過観察であるため今後
も症例を積み重ね，長期成績を追求していく必要
がある。

Ⅳ─────────────── おわりに ─

中頭蓋窩のくも膜嚢胞に対する開頭術の際には
単純なくも膜嚢胞の脳底槽への開窓だけではなく，
可及的な嚢胞壁切除や残存嚢胞壁内に静脈が発達
している症例ではその処理を行うことが根治性の
上昇に寄与する可能性が示唆された。

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。
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Ⅰ─────────────── 目　　的 ─

以前に我々は，炎症性サイトカインの inter-
leukin-6（IL-6）が，慢性硬膜下血腫内溶液におい
て高濃度存在し，血腫被膜（外膜）の fibroblastsに
おいて Janus kinase ⁄ signal transducer and activator
of transcription3（JAK ⁄ STAT3）シグナル伝達系が
活性化していることを報告した 4）。近年，STAT3
は血管新生においても中心的な役割をしているこ
とが報告されつつある。今回，慢性硬膜下血腫外
膜の血管内皮におけるSTAT3シグナル伝達系の発
現，ならびに培養血管内皮細胞における慢性硬膜
下血腫内溶液によるSTAT3の活性化について検討
したので報告する。

Ⅱ─────────────── 方　　法 ─

穿頭血腫除去術時に，外膜を硬膜とともに採取

できた初発7症例を対象とした。採取した外膜は
homogenization bufferにて直ちに撹拌し，遠心後
上清を用いて，STAT3，phosphorylated STAT3 at
Tyr705（p-STAT3）ならびに actin の発現につき
Western blot で検討した。STAT3 ならびに p-
STAT3の発現部位については，免疫組織染色でも
検討した。次に，マウス脳血管内皮細胞b.End3を
用いて，慢性硬膜下血腫内溶液を培養細胞溶液に
加えSTAT3の経時的な活性化についても検討し
た。また，IL-6 inhibitorならびにVEGF inhibitor
（bevacizumab）を用いて，慢性硬膜下血腫内溶液
によるp-STAT3活性化の抑制効果も検討した。

Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

Western blotにおいて，すべての症例でactinは
ほぼ均一であった。STAT3ならびにp-STAT3も，
すべての症例で検出が可能であった（Fig.1）。
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STAT3ならびにp-STAT3ともに血管内皮細胞にお
いても発現が確認できた（Fig.2, arrows）。b.End3
培養細胞では，慢性硬膜下血腫内溶液により
STAT3の活性化が，コントロール群と比較し5分
後から認められた（Fig.3-A）。VEGF inhibitorと比
較すると，IL-6 inhibitorを慢性硬膜下血腫内溶液
に添加することによりp-STAT3の発現は減少傾向
であると考えられた（Fig.3-B）。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

我々は，IL-6を介する JAK ⁄ STATシグナル伝達
系による慢性硬膜下血腫外膜の fibroblasts増大に
ついて既に報告した 4）。今回，更に慢性硬膜下血
腫外膜の血管内皮細胞でのSTAT3の発現について
検討を加えた。

STATはシグナル伝達において転写活性化因子と
して働き，細胞増殖，分化および生存などに深く関
与している。STAT3は gliomaやmedulloblastoma
において恒常的に活性化している。主に腫瘍の血
管内皮細胞において発現し，腫瘍の血管新生にと
もなう腫瘍の増大において重要な役割を果たして
いる 5）。gliomaの中でも悪性度の最も高い神経膠

神経外傷 Vol.40 2017

Fig.3  (A) Cultured b.End3 cells were incubated with
chronic subdural hematoma (CSDH) fluid for 5, 15, and
60 min.  b.End3 cells that were treated with medium
were used as controls.  (B) b.End3 cells were incubated
with an anti-interleukin-6 (IL-6) antibody or an anti-
vascular endothelial growth factor (VEGF) antibody,
bevacizumab, for 60 min and incubated with CSDH
fluid for another 60 min.  b.End3 cells, which were
pretreated with medium alone for 60 min and incubated
with CSDH fluid for another 60 min, were used as
controls.  Cell lysates were subjected to western blotting
with anti-actin (α-actin), anti-STAT3 (α-STAT3) and
anti-phosphorylated-STAT3 at Tyr705 (α-p-STAT3) anti-
bodies.  Western blots are presented (n=3, each group).
In cultured b.End3 cells, p-STAT3 was significantly
higher immediately after treatment than in controls (A).
Phosphorylations of STAT3 were suppressed by IL-6
antibodies after 60 min incubation (B), however those
were not by bevacizumab. 

Fig.1 Western blots of the outer membranes of chronic
subdural hematomas from seven patients.  Membranes
were homogenized in homogenization buffer and sub -
jected to western blotting with anti-phosphorylated-
STAT3 at Tyr705 (α-p-STAT3), anti-STAT3 (α-STAT3)
and anti-actin (α-actin) antibodies. Notably, in all cases
not only STAT3 but also p-STAT3, were detected.

Fig.2 Ten-micrometer slices of outer membranes were
immunostained with antibodies that recognize STAT3
and phosphorylated-STAT3 at Tyr705 (A and B, respec-
tively).  Note that STAT3 and phosphorylated STAT3
can also be observed in not only fibroblasts but also
vascular endothelial cells (arrows).
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芽腫においても，STAT３は腫瘍における血管新生
や細胞遊走に関与していることが報告されてい
る 3）。このようにSTAT3は腫瘍の増大において，
血管新生の点から重要な役割をはたしている。

IL-6ノックアウトマウスを用いた一過性中大脳
動脈閉塞モデルにおいては，コントロールと比較
すると，脳虚血にともなう血管新生反応が低下し
ている。そのため IL-6は脳虚血後における血管新
生ならびに長期の機能予後の改善に関与している
と報告されている 1）。また，血管内皮特異的に IL-6
を欠損させたマウスを用いた一過性中大脳動脈閉
塞モデルにおいても，14日後の機能予後の悪化と
28日後の虚血領域の増大が報告さている 2）。血管
内皮細胞の IL-6は血管新生，軸索成長を促進し，
脳虚血後の長期の機能予後に関与していると報告
されている 2）。今回我々の結果から，IL-6を介し
て JAK ⁄ STAT3のシグナル伝達系が慢性硬膜下血
腫外膜の血管内皮細胞において活性化しており，
STAT3が血管新生に深く関与している可能性が示
唆された。
慢性硬膜下血腫外膜の fibroblastのみならず血管

内皮細胞においてもSTAT3の活性化が認められ，
ともに外膜の増大に重要な役割を果たしている可

能性が示唆された。今後，IL-6 inhibitorを用いた
新たな慢性硬膜下血腫への治療法の開発が期待さ
れる。

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。
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

頭部外傷や脊髄損傷患者において，リハビリ
テーション（リハビリ）は機能回復のために欠くこ
とのできない重要なものである。基礎研究におい
て，リハビリの神経保護・神経新生に与える影響
は少しずつ明らかにされている。一方，臨床でも
リハビリの有用性が示されている。ICUで呼吸管
理されている患者に対して，リハビリの治療効果
を評価する臨床試験において，早期からのリハビ
リ介入が機能予後の有意な改善やせん妄状態にあ
る期間の短縮などを示した 2）。臥床を主体とする
安静加療が必要な例は存在するが，早期離床・早
期リハビリが可能な例では，積極的な早期リハビ
リを行うことで，機能予後の改善や精神・身体状
態の改善に寄与することは他にも多くの論文で示
されてきている。

一方，リハビリが神経保護・神経新生に与える影
響は基礎研究で次第に明らかにされつつある 4,6,7）。
本稿では我々の研究室で行っているトレッドミル
を用いたリハビリの神経保護効果と下肢懸垂モデ
ルを用いた運動抑制の神経新生に与える影響につ
いて報告し，頭部外傷におけるリハビリの意義に
ついて考える。

Ⅱ────── 研究 1：リハビリの神経保護・
                                                     神経新生効果 ─

パーキンソン病は黒質線条体ドパミン神経系の
変性疾患で，レボドパ内服を中心とした内科治療
や定位脳手術などの外科治療が確立されている 3）。
また，同疾患に対するリハビリも運動機能や日常
生活動作を維持し廃用症候群を予防するのに有用
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であることがわかっている 1）。研究1では，リハビ
リとして電撃回避による treadmillを用いた強制運
動を行わせ，パーキンソン病モデルラットに対す
るリハビリの治療効果を検討した。ドパミン神経
細胞に対する神経毒である6位水酸化ドパミン（6-
OHDA）をラット右線条体内に注入し，パーキンソ
ン病モデルを作製する。その48時間前から神経幹
細胞をラベルするためBrdU（bromodeoxyuridine:
50 mg/kg）を腹腔内投与した。6-OHDA注入の24
時間後から treadmill（11 m/分）を用いたリハビリ
を1日30分，週5日間施行した。行動学的評価と
して，前肢の自発運動の左右差を評価するシリン
ダーテストとメタンフェタミン投与による誘発回
転運動評価を行った。4週間のリハビリ治療によ
り，リハビリ群は対照群と比較して，上記2つの行
動学的評価において有意な運動機能改善を示した。
同時に，ドパミン神経線維（線条体）およびドパミ
ン神経細胞（中脳黒質）それぞれの脱落程度を組織
学的に評価するために免疫染色を行ったところ，
リハビリ治療群では対照群と比較して，線条体・黒
質いずれにおいてもドパミン神経が温存されてい
た。また，BrdU と Doublecortin （神経前駆細胞

マーカー）を用いた二重染色では，脳室下帯から線
条体に遊走する神経前駆細胞数がリハビリ群で増
加していた。さらに，リハビリ群の線条体では，
グリア細胞株由来神経栄養因子（GDNF: glial cell
line-derived neurotrophic factor），脳由来神経栄養
因子（BDNF: brain-derived neurotrophic factor）神
経栄養因子が増加していた 4）。

Ⅲ────── 研究 2：運動抑制が神経新生に
                                                         与える影響 ─

約20年前，運動により神経新生が増強されるこ
とが明らかにされた 5）。一方，運動抑制がどのよう
な影響を神経新生に与えるかについての報告はほと
んどない。研究2では運動抑制モデル動物を用い
て，神経新生に与える影響を検討した。ラット尾部
の基部を吊り上げ，後肢を着地させずに特殊なケー
ジで飼育することで，2週間後に後肢が廃用性萎縮
に陥り，ラットの自発運動も有意に減少した。2週
間の後肢懸垂を終える96時間前からBrdU腹腔内投
与（50 mg/kg）を用いて増殖細胞のラベルを行っ

神経外傷 Vol.40 2017

Fig.1 Significance of rehabilitation for neurotrauma.
Once neurotrauma happens, appropriate acute therapy is needed.  Subsequently, medical rehabilitation, social
rehabilitation and occupational rehabilitation with social support are followed.  Continuous rehabilitation is required
at each stage.  Neuroprotection and neurogenesis are involved in the therapeutic effects of rehabilitation.
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た。後肢懸垂群では，脳室下帯や海馬における
BrdU ⁄ Doublecortin共陽性細胞数が対照群と比較し
て有意に減少し，海馬内BDNFおよび血漿中VEGF
（血管内皮成長因子 : vascular endothelial growth
factor）も減少していた 7）。また，今回の実験系で生
じるストレスも神経新生の抑制に影響を与える可能
性が示唆された。

Ⅳ─── 神経外傷におけるリハビリの意義 ─

研究1ではリハビリによる神経保護効果を，研
究2では運動抑制による神経新生抑制効果を示し
た。リハビリには中枢神経系疾患に対する治療効
果があることは間違いないが，環境やストレスが
複雑に絡み合い，治療効果や神経新生の程度に影
響を与えると考えられている 6）。

神経外傷におけるリハビリの意義について，本
研究に基づいた模式図を示す（Fig.1）。外傷後急性
期治療の1つとしてリハビリは始まり，身体的・認
知的リハビリや生活機能訓練を行う医学的リハビ
リの段階，実効的な機能・応用力の拡大を進める
社会的リハビリの段階，生きがいをもって暮らせ
るようにQOLの改善を図る社会参加支援や職業リ
ハビリの段階，とステージ毎に継続的なリハビリ
が必要である。今回の研究を含めたリハビリ関連
の基礎研究からは，機能回復をもたらす一因とし
て，神経保護や神経新生が関与していることが明
らかとなっている。また，社会復帰に際してリハ
ビリを継続し，患者が家庭内・家庭周辺・職場にお
いて生活環境を整えていくことも重要であると考
える。神経保護・新生効果を促進するためにはど
のようなリハビリが有効であるかを多職種で共同
して模索していくべきと考える。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

リハビリの神経保護・神経新生に与える影響に
ついてこれまでの研究データをもとにしてまとめ

た。リハビリの治療効果には神経保護・神経新生
が関与していることが示されたが，神経栄養因子・
環境・ストレスの関与もあると考えられる。重症
頭部外傷や脊髄損傷患者に対して，リハビリによ
る機能回復を考える上で，神経保護・神経新生と
いう観点も重要である。
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第 1章　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，山口県宇部市南

小串一丁目 1番 1号 山口大学医学部脳神経外
科内に置く。

（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
に関する医学の進歩の促進を図り，広く知識
の交流を行うことを目的とし，その目的を達
成するために，以下の事業を行う。

（1）  学術集会の開催
（2）  機関誌「神経外傷（Neurotraumatology）」

の発行
（3）  その他，本法人の目的を達成するために

必要な一切の事業
（公告方法）
第 4 条   本法人の公告方法は，本法人の主たる事務所の

公衆の見えやすい場所に掲示して行う。

第 2章　会員及び社員
（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。

（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。

（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

局に届け出ることにより，任意にいつでも退
会することができる。ただし，未払いの会費
がある場合は，その納入後に退会できるもの
とする。

（除名）
第 9 条  会員が次のいずれかに該当するに至った場合

は，社員総会の特別決議により当該会員を除
名することができる。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
ければならない。

（1）  本定款及び細則に違反した場合
（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
（4）  その他，除名すべき正当な事由があった

場合
（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。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

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
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         2  理事のうち，1名を理事長とし，5名以内を常
務理事とする。

         3  前項の理事長をもって，一般社団・財団法人
法上の代表理事とし，常務理事をもって，一
般社団・財団法人法第 91条第 1項第 2号の業
務執行理事とする。

（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

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，

本法人の業務を総括する。
（監事の職務）
第 14条  監事は，一般社団・財団法人法第 99条乃至第

104条の職務を行い，これを社員総会に報告す
る。

         2  監事は，理事会に出席し，必要があると認め
るときは，意見を述べなければならない。

（役員の選任及び解任）
第 15条  理事及び監事は，本法人の社員の中から，社

員総会の決議において選任する。ただし，必
要に応じて社員以外の者から選任することを
妨げない。

         2  理事長及び常務理事は，法令及び細則の規定
に基づき，理事会の決議により選定する。た
だし，その選定については，再任を妨げない
が，理事長については原則として連続して 2
期（4年）を超えることはできない。

         3  理事及び監事は，法令の規定に基づき，社員
総会の決議において，解任することができる。

         4  理事長及び常務理事は，法令の規定に基づき，
理事会の決議により解職することができる。

（役員の任期）
第 16条  理事及び監事の任期は，選任後 2年以内に終

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。

         2  前項の任期中といえども，理事については，
その在任中の年度（本項にいう年度とは，第
34条に規定する事業年度ではなく，4月 1日か
ら 3月 31日までの学校年度をいう。以下，同
じ。）において，満 65歳となる日，あるいは満
65歳となる予定の日の属する年度に開催され
る定時社員総会の終結の時に任期満了となる。

         3  補欠又は増員により選任された理事の任期は，
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。

（役員報酬）
第 17条  理事及び監事は，無報酬とする。

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

第 5章　社員総会
（社員総会）
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
事業年度末日の翌日から 3ヵ月以内に開催す
る。臨時社員総会は，その必要がある場合に
随時これを招集する。

         2  臨時社員総会は，次の各号の一に該当する場
合に開催する。

（1）  理事会が必要と認め，招集の請求をしたと
き

（2）  総社員の議決権の 5分の 1以上から会議の
目的である事項及び招集の理由を記載し
た書面をもって招集の請求があったとき

（招集）
第 20条  社員総会は，理事会決議に基づき，理事長が

招集する。
         2  理事長は，前条第 2項第 2号に該当する場合は，

その書面の到達した日から 30日以内の日を会
日とする臨時社員総会の招集通知を発しなけ
ればならない。

         3  社員総会を開催するときは，会日より 7日前
までに，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
ければならない。

         4  社員総会は，その総会において議決権を行使
することができる社員全員の同意があるとき
は，招集手続を経ずに開催することができる。

（決議方法）
第 21条  社員総会は，総社員の議決権の過半数を有す

る社員の出席（書面議決者及び議決委任者によ
るみなし出席も含む。）がなければ，議事を行
い，議決することができない。

         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。

（議決権）
第 22条  社員総会において，各社員は各 1個の議決権

を有する。
（議長）
第 23条  社員総会の議長は理事長が行う。ただし，理

事長に事故があるときは，当該社員総会にお
いて選任された他の理事がこれを行う。

（議事録）
第 24条  社員総会の議事については，議事録を作成し，

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
押印しなければならない。
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第 6章　理事会
（種類）
第 25条  本法人の理事会は，通常理事会及び臨時理事

会の 2種とする。
         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。
         3  前項の通常理事会において，理事長は，自己

の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ
ばならない。

         4  臨時理事会は，次の各号の一に該当する場合
に開催する。

（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

事項を記載した書面をもって招集の請求
があったとき

（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

（招集）
第 26条  理事会は，理事長が招集する。
         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
内に，14日以内の日を会日とする臨時理事会
の招集通知を発しなければならない。

         3  理事会を開催するには，会日より 7日前まで
に，開催日時，場所及び議題その他法令に定
める事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。

（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。

         2  理事会は，理事現在数の過半数の出席がなけ
れば，議事を行い，議決することができない。

         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。

         4  理事が理事会の決議の目的である事項につい
て提案をした場合において，理事の全員が当
該議案につき書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときは，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。ただし，監事が当該提案につき
異議を述べた場合はこの限りではない。

（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
又は記名押印しなければならない。

第 7章　基金
（基金を引き受ける者の募集）
第 29条  本法人は，基金を引き受ける者の募集をする

ことができる。

         2  基金の募集，割当て及び払込み等の手続きに
ついては，理事会の決議により別に定める「基
金取扱規程」によるものとする。

（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

日まで返還しない。
（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

総額について定時社員総会における決議を経
た後，理事の過半数の決定したところに従っ
て行う。

（代替基金の積立て）
第 32条  基金の返還を行うため，返還される基金に相

当する金額を代替基金として積み立てるもの
とし，これを取り崩すことはできない。

（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

神経外傷 Vol.40 2017



69

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
平成 29 年 3 月 10 日 一部改正
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第 1章　総則
（総則）
第 1 条  本定款施行細則（以下「本細則」という）は，一

般社団法人日本脳神経外傷学会定款（以下「定
款」という）に基づき，定款の施行及び本法人
の管理運営につき必要な事項を定める。

第 2章　社員
（社員）
第 2 条  新たに本法人の社員となるには，まず正会員

が常務理事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
めた者であって，審査時において会費の未納
が無い者は，常務理事会での審査を経て，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
任を含む）を定時社員総会の議場において報告
し，委嘱する。

         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
内の最終の事業年度に関する定時社員総会の
終結の時までとする。ただし，再任を妨げな
い。

         6  前項の任期中といえども，その在任中の年度
（本項にいう年度とは，定款第 34条に規定する
事業年度ではなく，4月 1日から 3月 31日まで
の学校年度をいう。以下，同じ。）において，
満 65歳となる日，あるいは満 65歳となる予定
の日の属する年度に開催される定時社員総会
の終結の時に任期満了となる。

         7  社員は，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）上の社員として社員総会を組織し，定款及
び本細則並びに法令に従い，必要事項を審議
し決議する。

（審査）
第 3 条  事務局は，前条第 2項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，常務理事
会に提出し，報告しなければならない。

         2  事務局は，前項のリストの作成にあたり，会
費の未納等を調査し，本法人の社員とするの
に不適当と判断した場合には，前条第 2項の
要件を満たしている場合であっても，当該リ
ストから削除することができる。

         3  常務理事会は，第 1項のリストを受け，承認・
不承認の審査を行い，その結果を理事長に報
告するものとする。

（特則）
第 4 条  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
る業績に関する資料等を本法人所定の審査申
込書に添えて，本法人事務局へ提出した者に
ついては，常務理事会の審査・承認を経て，
理事長の委嘱により，本法人の社員となるこ
とができる。

（社員再任候補者）
第 5 条  社員再任候補者については，事務局において，

当該社員再任候補者が常務理事会の定める再
任審査基準を満たしているかの確認を行い，
社員再任リストを作成の上，任期満了（第 2条
第 5項に定める任期満了をいう。以下同じ。）の
1ヵ月前までに常務理事会に提出，報告するも
のとする。

         2  事務局は，前項の社員再任リスト作成のため，
現任社員に対し，その任期満了の 4ヵ月前ま
でに再任の意向調査を郵送又は電磁的方法に
より行うものとし，再任を希望する現任社員
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は，再任を希望する旨の回答をしなければな
らない。なお，意向調査において定められた
期日（調査通知より 1ヵ月程度の期間を目安と
する。）までに，再任を希望する旨の回答がな
い場合には，当該社員は再任を希望しないも
のとみなし，社員再任リストから削除するこ
とができる。

         3  前項の場合の他，会費の未納等がある社員，
および意向調査を行う年の 4月 1日現在におい
て満 64歳以上の社員については，事務局は，
当該社員を再任リストから削除することがで
きる。

         4  社員再任候補者についても，第 1項の社員再
任リストを受け，常務理事会において，第 3
条第 3項と同様に再任の審査を行う。

（疑義）
第 6 条  社員に関して疑義が生じたときは，理事会の

決議に基づき処理するものとする。

第 3章　学術評議員
（学術評議員）
第 7 条  本法人には，社員となるための前提資格とし

て，学術評議員を置く。
         2  本法人は，常務理事会の定めるところにより，

学術評議員の募集を行うものとし，原則とし
て本法人の正会員たる脳神経外科専門医を対
象とする。

         3  学術評議員の任期は，理事長による委嘱後，
最初の 4月 1日より 2年間とし，2年毎に更新
の申請を行わなければならない。

         4  学術評議員は，その任期中，学術集会での発
表，あるいは機関誌への論文の投稿など本法
人の会務，事業に積極的に参加し，本法人並
びに脳・脊髄及び末梢神経系の外傷に関する
医学の発展，促進に寄与しなければならない。

（学術評議員の選出情報の公開）
第 8 条  理事長は，常務理事会の決議により定めた以

下の事項を学術評議員の選出が行われる年の 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。

（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

（2）  前項の申請書の受理締め切り期日
（3）  学術評議員の応募基準，更新基準

（学術評議員の審査）
第 9 条  事務局は，学術評議員の応募者に関し，常務

理事会の定める基準に従い応募書類を確認し，
当該審査基準を満たした応募者を常務理事会
に報告するものとする。

         2  常務理事会への報告を経て，理事長は速やか
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  常務理事会は，第 1項の規定にかかわらず，
所定の応募基準を満たした応募者であっても，
その権限において再度審査を行うことができ，

不適当と判断した場合には，学術評議員の審
査申込みを却下することができる。

（規定外事項）
第 10条  学術評議員に関するその他の事項については，

常務理事会の決議により定めるものとする。

第 4章　年次会長
（年次会長）
第 11条  本法人は，社員の中から，年次会長 1名を置

くことができる。
         2  年次会長は，本法人の年 1回の学術集会を主

催する。
（選任）
第 12条  年次会長（次年次会長，次々年次会長を含む）

は，常務理事会の推薦に基づき，社員総会に
おいて選任し，会員総会に報告するものとす
る。なお，年次会長の任期満了により，次年
次会長が年次会長に就任するものとする。

（任期）
第 13条  年次会長の任期は，前年次会長が主催した学

術集会の会期最終日の翌日から，当該年次会
長が主催する学術集会の会期最終日までとす
る。

第 5章　学術集会
（学術集会）
第 14条  本法人は，年 1回学術集会を開催する。
         2  年次会長は，学術集会を主催する。
         3  学術集会において演者として発表する者，司

会・座長を行う者は，本法人の会員でなけれ
ばならない。

第 6章　役員候補の選出
（理事及び監事候補者の選出）
第 15条  定款第 15条に定める理事及び監事の選任にお

いて，その候補者の選出は社員の投票による
選挙によるものとし，選挙の方法等は，理事
会において別に定める「役員候補者選出規程」
によるものとする。

（社員総会による選任）
第 16条  前条の規定により選出された理事候補者及び

監事候補者は，現任理事及び監事の全員が任
期満了（定款第 16条第 2項による任期満了は
除く）となる定時社員総会において，その選任
が承認された場合に本法人の理事及び監事と
なる。

第 7章　委員会
（委員会）
第 17条  本法人には，理事会において別に定める「委員

会設置規程」に基づき，必要に応じて各種委員
会を置くことができる。

         2  各委員会の具体的任務及びその構成員等につ
いては，定款又は細則に別段の定めがある場
合を除き，「委員会設置規程」によるものとする。

神経外傷 Vol.40 2017



71

第 8章　常務理事及び常務理事会
（常務理事）
第 18条  本法人に，常務理事を置く。
         2  常務理事の員数は 5名以内とし，理事会の議

場において理事長（当該理事会において新たに
理事長が選定された場合には，当該理事長を
いう。）が候補者を指名し，当該理事会におい
て指名された常務理事候補者の承認決議を行
うものとする。

         3  常務理事の任期については，理事の任期に準
ずるものとする。なお，任期中に辞任等によ
り退任した常務理事の後任として指名された
常務理事の任期は，他の現任常務理事の任期
の残存期間と同一とする。

（常務理事会）
第 19条  本法人に，常務理事会を置く。
         2  常務理事会は，理事長 1名と前条第 2項の規定

により選定された常務理事により構成する。
         3  年次会長，次年次会長，次々年次会長は，理

事長からの要請があった場合，あるいは自ら
が出席を希望した場合には，常務理事会に出
席し，意見を述べることができる。ただし，
当該常務理事会において，議決権を有しない
ものとする。

（常務理事会の権限）
第 20条  常務理事会は，本細則に定める事項及び次の

各号に定める議事につき審議し，決議する。
（1）  年次会長の推薦（次年次会長，次々年次会

長を含む）
（2）  学術評議員の審査・評価，その他学術評

議員に関する事項
（3）  各委員会の委員長の選任
（4）  名誉会員の推薦
（5）  社員資格の審査
（6）  その他，理事会，社員総会に諮るべき会

務の運営に関する事項
         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 21条  常務理事会は次の各項にしたがって開催され

る。
（1）  理事長が，必要に応じて常務理事会を招

集する。
（2）  常務理事会は，常務理事会構成員の現在

数の過半数が出席しなければ，議事を行
い決議することができない。なお，審議
事項に対し，書面又は電磁的方法により
事前に表決をし，または委任状の提出を
した場合は，当該表決者又は委任者は常
務理事会に出席したものとみなす。

（3）  常務理事会における議事は，出席常務理
事の過半数をもって決する。

（4）  第 2号の規定にかかわらず，理事長又は常
務理事が常務理事会の構成員全員に対し，
書面又は電磁的方法により，常務理事会
の決議の目的となる事項を提案し，常務
理事会の構成員全員が当該提案に対して
同意の意思表示をしたときは，当該提案
を可決する旨の常務理事会の決議があっ
たものとみなす。

（5）  常務理事会の議事録は理事長が作成し，
議事録作成者たる理事長が署名又は記名
押印し，本法人事務局に保管するものと
する。前号の場合も同様とする。

第 9章　事務局及び事務局長
（事務局及び事務局長，事務局長補佐）
第 22条  本法人には，事務局を設置し，次の各号に定

める業務を行う。
（1）  総務，庶務，財務会計全般
（2）  社員候補者たる学術評議員リストの作成
（3）  社員再任候補者リストの作成，意向調査
（4）  各種審査における基準要件の調査，報告
（5）  会員，社員等への各種通知，連絡
（6）  定款，本細則，並びに理事会により定め

られた各種内規に規定する業務
         2  事務局には，事務局長 1名，事務局長補佐若

干名を置くものとし，本法人の社員の中から，
理事長の指名に基づき，理事会の決議により
選任し，または解任する。ただし，事務局長
補佐については，必要に応じて，本法人の社
員以外の者を任命することを妨げない。

         3  事務局長は，第 1項に定める事務局の処理業
務など法人の事務局業務を総括する。

         4  事務局長及び事務局長補佐の任期は，理事長
たる理事の任期と同一とし，理事長たる理事
の任期満了時に事務局長及び事務局長補佐の
任期も満了となる。ただし，再任は妨げない
ものとする。

         5  事務局の組織及び運営に関して必要な事項は，
理事会の決議により別に定める。

第 10章　会計
（資産）
第 23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

（経費）
第 24条  本法人の事業を遂行するために必要な経費は，

前条の資産をもって支弁する。
（事業計画，収支予算）
第 25条  本法人の事業計画及びこれにともなう収支予

算は，毎会計年度の開始前に理事長が編成し，
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。
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（収支決算）
第 26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 27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 28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。

附則
（経過措置）

1．本細則の施行時における役員候補選出委員，社員・
学術評議員選出評価委員，幹事は，本細則施行と同
時に退任となるものとする。

2．本細則施行後最初の常務理事は，以下の 5名とし，
理事長及び下記常務理事をもって，常務理事会を組
織するものとする。

    常務理事　坂本哲也，冨永悌二，中瀬裕之，
    横田裕行，吉野篤緒
3．本細則の施行前後における委員会等（常務理事会，

幹事会，事務局含む。以下同じ。）の対照は以下のと
おりとし，廃止された委員会等の業務は以下のとお

り引き継ぐものとする。なお，以下に記載のない委
員会等については，本細則の施行後も，存続するも
のとする。

4．上記 3にかかわらず，本細則施行後の常務理事会の
決議により，本細則の変更を要しない範囲において，
具体的な引継業務の割り振りを変更することができ
る。

5．理事候補者及び監事候補者の選挙は，本細則の施行
時に現任する理事及び監事には適用せず，施行後に
理事及び監事の改選が必要となるときから適用する
ものとする。

6．本細則は，平成 29年 3月 10日より施行する。

平成 22 年 10 月 26 日 一部改正
平成 23 年 8 月 8 日 一部改正
平成 23 年 10 月 11 日 一部改正
平成 24 年 6 月 18 日 一部改正
平成 27 年 3 月 5 日 一部改正
平成 28 年 2 月 25 日 一部改正
平成 29 年 3 月 10 日 一部改正
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施行前 施行後 引継委員会等

常務理事会 常務理事会
常務理事会

役員候補選出委員会 （廃止）

社員・学術評議員選出評価委員会 （廃止）

事務局幹事会 （廃止）

事務局 事務局

（目的）
第 1 条  本役員候補者選出規程（以下「本規程」という。）

は，一般社団法人日本脳神経外傷学会（以下
「本法人」という。）の定款第 15条に基づく，理
事及び監事の候補者の選出に関し，必要な事
項を定める。

（役員候補者）
第 2 条　理事候補者は，選挙により選出される選挙理

事候補者（以下「選挙理事候補者」という。）と
選挙によらずに選出される役職指定理事候補
者（以下「役職指定理事候補者」という。）に区
分する。

         2  役職指定理事候補者は，年次会長，次年次会
長，次々年次会長の 3名とする。

         3  監事候補者は，選挙により選出し，定数は 2
名とする。

         4  選挙理事候補者，役職指定理事候補者，監事
候補者は，いずれも定款第 15条に基づき，社
員総会にて承認されて，本法人の理事又は監
事となる。なお，役職指定理事候補者が社員

総会において承認され理事となった場合の任
期は，理事選任時における役職任期の残存期
間にかかわらず，定款第 16条第 1項に定める
理事の任期に準じるものとする。

（選挙権）
第 3 条  役員候補者の選挙において，現任理事及び監

事の全員が任期満了（定款第 16条第 2項によ
る任期満了は除く）となり選任を行う定時社員
総会（以下「選任総会」という。）の開催の前年 9
月 30日現在における社員が選挙権を有する。

（選挙管理委員会）
第 4 条  本法人は，本規程に定める理事候補者，監事

候補者の選挙を管理，運営するため，細則第
20条及び委員会設置規程に基づき，選任総会
の開催の 6ヵ月前までに選挙管理委員会を設
置する。

         2  選挙管理委員会は，以下の者で構成する。
（1）  常務理事　　　　1名
（2）  事務局長　　　　1名
（3）  事務局長補佐　　若干名
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         3  選挙管理委員会は，以下の職務を行う。
（1）  本規程に定める各種名簿の作成
（2）  選挙の公示
（3）  名簿，投票用紙等の郵送
（4）  投票用紙の集計，開票
（5）  選挙結果の理事長への報告
（6）  その他，本規程に定める事項及び理事会

にて審議された事項
         4  選挙管理委員会は，選任総会の終結後に解散

するものとする。
（再任役員候補者選挙）
第 5 条  再任理事又は監事候補者にかかる選挙は，以

下の手順により実施する。なお，選任総会開
催の前年 4月 1日現在において，満 64歳以上
の理事又は監事は再任役員候補者となること
はできず，本条に規定する意向調査の対象外
とする。

（1）  選挙管理委員会は，選挙管理委員会の定
める適宜の方式により，選任総会の 5ヵ月
前までに，現任理事又は監事に対し，再
任の意向調査を行うものとする。なお選
挙管理委員の定める期日（調査通知より
1ヵ月程度の期間を目安とする。）までに意
向調査に関する回答がない者については，
常務理事会の決定により次号に定める。

（2）  選挙管理委員会は，前号の意向調査の結
果，再任を希望しない旨を申し出た理事，
および定款第 16条第 2項の規定により任
期満了となる理事を除く再任予定の理事
又は監事候補者のリストを作成し，常務
理事会に報告のうえ，選任総会の開催の
4ヵ月前までに本法人のホームページにて
公示する。

（3）  選挙管理委員会は，前号のリスト作成，公
示後速やかに，選挙権を有する社員に対
し，当該リスト及び当該再任候補者に関
する信任・不信任を投票する用紙を郵便
にて送付する。なお，当該投票の期日は，
投票用紙の発送日の翌月末日までとする。

（4）  投票は無記名にて行い，再任候補者毎に
信任・不信任の別を記入し，前号の期日
までに選挙管理委員会に返送するものと
する。なお，所定の投票用紙（第 3号によ
り郵送した投票用紙）を使用しない投票，
信任・不信任の別の記入がない投票につ
いては無効とする。

（5）  開票は投票期日経過後速やかに行うもの
とし，選挙管理委員会にて行う。

（6）  有効投票数の過半数の信任を得た者を当
選者とし，選任総会に諮るものとする。

         2  選挙管理委員会は，開票の結果を速やかに常
務理事会に報告のうえ，本法人ホームページ
にて選挙結果を公示するものとする。

（新任役員候補者選挙）
第 6 条  新任理事又は監事候補者にかかる選挙は，以

下の手順により実施する。

（1）  選挙管理委員会は，前条第 2号の再任候補
者リストの報告を受けた常務理事会が新
任の理事又は監事を募る必要があると判
断した場合には，同号に定める公示の際
に，新任理事又は監事の選挙を行う旨及
びその定数を併せて公示し，立候補者を
募るものとする。なお，理事又は監事候
補者に立候補できるのは，選挙権を有す
る社員であって，会費の未納がない者と
する。

（2）  前号により新任理事又は監事の選挙を実
施する場合，選挙管理委員会は，前条第 3
号の投票用紙の郵便による発送の際に，
所定の理事又は監事候補者に関する立候
補用紙を同封するものとする。

（3）  立候補者は，前号の立候補用紙に現任理
事 2名以上の推薦状を添えて，選任総会が
開催される前年 12月 31日までに，選挙管
理委員会に提出しなければならない。

（4）  前号の場合のほか，現任の理事（理事長を
含む）又は監事が，2名以上の共同名義で
前号の立候補の締切期日までに選挙管理
委員会に推薦届を提出することで，新任
理事候補者を推薦することができるもの
とし，推薦があった場合には，選挙管理
委員会からの報告を受け，常務理事会は
当該被推薦者の審査を行い，新任理事候
補者として次号に定める新任役員候補者
リストに加えることができる。

（5）  選挙管理委員会は，第 3号の立候補締切後，
速やかに新任役員候補者リストリストを
作成し，常務理事会に報告しなければな
らない。

（6）  立候補者（第 4号に定める被推薦者を含む。
以下同じ。）が第 1号の規定より常務理事会
が定めた定数を超える場合は，定款第 20
条第 3項に定める招集通知に立候補者リス
ト及び投票用紙を同封し，当該通知にか
かる選任総会開催日に，出席社員による
投票を行うものとする。なお，選任総会
に欠席予定社員については，当該選任総
会にかかる委任状の提出と同時に，期日
前投票をすることを妨げない。

（7）  立候補者が常務理事会の定めた定数を超
えない場合は，前号の投票は実施しない
ものとする。ただし，その場合は，当該
立候補者につき，選任総会当日に出席社
員による信任・不信任の投票を実施（信任
・不信任の投票用紙は選任総会当日に配
布）し，有効投票数の過半数を超える信任
を得た立候補者のみを，理事又は監事候
補者として選任総会に諮るものとする。

（8）  第 6号に規定する新任理事候補者選挙の投
票は，常務理事会の定めた定数を無記名
で連記する方法とし，選任総会開催日に
おいて，総会開催予定時刻までに投票を
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行うものとする。なお，所定の投票用紙
（第 6号により郵送した投票用紙）を使用し
ない投票，立候補者の特定ができない記
載の投票，所定の連記数を超えた投票に
ついては無効とする。

（9）  選挙管理委員会は，第 6号に規定する新任
理事候補者選挙につき，第 6号後段の期日
前投票も含め即時開票を行い，得票数の
多い者から順に，常務理事会の定めた定
数までの者を当選者とする。ただし，得
票数が同数の場合は本法人の会員歴の長
い者を当選者とする。

（10）選挙管理委員会は，選任総会開催中に選
挙結果を理事長に報告し，理事長は当該

当選者（第 7号但書の信任を得た立候補者
含む。）の理事又は監事の選任議案を議場
に諮るものとする。

（改廃）
第 7 条  本規程の改正又は廃止は，理事会の決議によ

らなければならない。
（規定外事項）
第 8 条  本規程に規定のない事項又は疑義の生じた事

項については，理事会の決議により処理する
ものとする。

平成 29 年 3 月 10 日 施　　行
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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）  機関誌編集委員会
（2）  国際神経外傷委員会
（3）  頭部外傷データバンク検討委員会
（4）  頭部外傷治療・管理のガイドライン作成

委員会
（5）  スポーツ脳神経外傷検討委員会
（6）  外傷性高次脳機能障害検討委員会
（7）  学術委員会
（8）  広報委員会
（9）  その他各種委員会

（任務）
第 3 条  前条に定める委員会は，定款，細則に定める

ほか，第 9条により定める個別の委員会規程
に基づき，その任務を行う。

         2  各委員会は，委員会の活動内容についての報
告を常務理事会及び理事会にしなければなら
ない。また，常務理事会又は理事会から報告
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。

（委員長及び委員会の構成員）
第 4 条  各委員会には，委員長 1名を置くものとし，

定款又は細則に別段の定めがある場合を除き，
本法人の社員の中から，理事会の承認を得て，

常務理事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

務を総括する。
         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，当該委員長の社員として
の任期に従うものとし，社員として任期満了
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  委員会の各委員の任期は，当該委員は本法人
の社員の場合は，社員の任期に従うものとし，
社員としての任期満了を迎えた場合には，委
員の任期も満了となる。また，当該委員が本
法人の社員以外の場合は，同委員会における
社員たる委員の任期と同一とする。ただし，
いずれの場合も再任を妨げない。

         3  委員会の各委員（社員以外の委員も含む。）は，
前項の任期中といえども，満 65歳となった後，
最初に到来する 3月 31日をもって任期満了と
なる。ただし，委員長が必要があると判断し
た場合には，後任が選任されるまで，その任
期を伸長することができる。

         4  前 3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
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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。

（議事録）
第 7 条  各委員会の審議については，その経過及び結

果の概要を記載又は記録した議事録を作成す
る。

（委員会事務局）
第 8 条  各委員会は，その業務を処理するため必要が

ある場合には，細則に定める事務局とは別に，
各委員会の判断により，業務を補佐する委員
会事務局を個別に置くことができる。

         2  委員会事務局は，各委員会の委員長の指示に
基づき，会議日程の調整，議題資料の作成，
会場整備などの業務を行う。

（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

会の運営に必要がある場合は，各委員会の発
議により，常務理事会が審査し，理事会の承
認を得て，個別に委員会規程を定めることが
できる。

（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。

（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。

         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 22 年 3 月 4 日 一部改正
平成 23 年 8 月 8 日 一部改正
平成 23 年 10 月 11 日 一部改正
平成 24 年 6 月 18 日 一部改正
平成 27 年 3 月 5 日 一部改正
平成 29 年 3 月 10 日 一部改正

神経外傷 Vol.40 2017
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医学研究のCOI（利益相反）に関する指針

Ⅰ.  指針策定の目的
学会発表や機関誌などの刊行物で論文発表される

医学研究においては，医薬品・医療機器・技術を用い
た臨床研究も多く，産学連携による研究・開発が行わ
れる場合が少なくない。産学連携による医学研究は
医学の進歩のためにきわめて重要な位置を占めてい
るが，産学連携による医学研究には学術的成果を社
会への還元することによってもたらされる公的利益
だけではなく，産学連携に伴い取得する金銭・地位・
利権などの私的利益が発生する場合があり，研究者
個人においてこれら 2 つの利益が相反する利益相反
conflict of interest（以下 COIと略す）と呼ばれる状態
が起こり得る。COIが深刻な場合には，研究の方法，
データの解析，結果の解釈が歪められたりする可能
性や，適切な研究成果であるにもかかわらず中立性，
公明性を欠く研究成果となってしまう可能性がある。
また，医学的研究においては，被験者の人権，生命，
及び安全を守るという観点から倫理性と科学性を担
保するために，臨床研究にかかる COI問題について
慎重な対応が求められている。
一般社団法人日本脳神経外傷学会は，医学研究を積

極的に推進することが社会的責務であると認識し，そ
の事業の遂行において COIに関する本法人の方針を
会員に対して明示するための「医学研究の COIに関す
る指針」（以下，本指針と略す）を定めるものである。
その目的は，一般社団法人日本脳神経外傷学会が

会員の COI状態を適切にマネージメントすることに
より，産学連携による医学研究の公正さと中立性と
公明性を確保した状態で，研究結果の発表や普及を
適正に推進し，脳神経疾患の予防・診断・治療の進歩
に貢献するという本法人社会的責務を果たすことに
ある。
本指針は一般社団法人日本脳神経外傷学会に対し

て COIについての基本的な考えを示すものであり，
一般社団法人日本脳神経外傷学会は本法人が行う事
業に参加する会員などに以下に定める本指針を遵守
することを求める。
なお，本指針は本法人の COIマネージメントのコ

アとなる内容を記したものであり，COIの概念その
他の詳細については日本医学会の HP http://jams.
med.or.jp/guideline/index.html などに記載されてい
るので，それを参照されたい。

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

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

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

れる場合には，編集委員会は 1）当該研究者の所
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-
ment supported with an unrestricted grant from
Y」のように併記すべきである。

     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

神経外傷 Vol.40 2017

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



77

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。

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

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

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。

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
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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。

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。

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。

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。

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。

（ COI に関する自己申告 ）
第 2 条  COI状態が生じる可能性がある以下の対象
者は COI状態の有無を明らかにする義務がある。
1. 一般社団法人日本脳神経外傷学会理事・監事・幹

事
2. 一般社団法人日本脳神経外傷学会が行う学術総

会で発表する者
3. 一般社団法人日本脳神経外傷学会の機関誌「神経

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

（ 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。
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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。

（ 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。

（ 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

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。

（ 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。

（ 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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1． 原稿は以下に示す体裁で記載して下さい。

a.   英文抄録（300 語）をつけて下さい。

b.  論文の長さは下記の通りとし，超過した場合は編
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

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。

■  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，「COI登録申告書」（様式 1）
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。

Ⅰ．総説・原著・症例報告

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。

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

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
い。欧文の場合は（abstr）と書いて下さい。
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.
2）Baker AJ, Moulton RJ, Macmilan VH, et al:
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
い問題─, 亀山正邦（編）, 南江堂, 東京, 1987,
pp42-45.

4）Adams JH: Head Injury.  In Greenfield's
Neuropathology, Fifth Edition, Adams JH,
Duchen LW（eds）, Edward Arnold, London,
1992, pp106-152.
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2． 論文は原稿とコピー 1 部をお送り下さい。（原稿
内容の入った CD-R等のメディアを同時にお送
り下さい。）

3． 編集委員により，論文が審査されます。審査の結
果，論文の修正，変更をお願いする場合がありま
す。

4． 別冊は，全て有料となります。50 部単位で注文
を受け付けます（10,000 円／50 部）。
原稿超過分，カラー印刷に対しては実費負担とし
ます。

《 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。

● 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。

《 短報：執筆規定 》
● 原稿の体裁

1）原稿サイズはA4 版を用いて下さい。
2）原稿は「表紙 → 本文 → 図，表の説明文」の順

とし，必ず本文から通しナンバーを入れて下
さい。
＊ 和文抄録，Abstract（英文抄録），key words

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．

Ⅱ．短報

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

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

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

● 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。

● 著書校正について
1 回のみ行います。

● その他の要領については総説・原著・症例報告の
「執筆規定」に準じます。

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

1）すでに他誌に full paperが掲載されている，ある
いは掲載が決定している論文を短報として今回投
稿する場合
・ 本誌掲載の際，脚注として，すでに他誌に掲載

されているあるいは掲載が決定している full
paperが存在する旨を明記させていただきます
ので，投稿の際，①共著者，②論文タイトル，
③誌名，④巻数，⑤発刊年，⑥ページ数，を
明示し該当箇所のコピーを同封下さい。

・ 先行の刊行物の版権保持者に自著の二次刊行物
として他誌掲載許可をとって下さい。

・ 図表の再使用については，上記の許可がとれた
際には再使用可能とします。その際は出典箇所
を（筆頭著者名，発刊年）を明記して下さい。

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

くか，まったく同一のものにならないよう適宜
ご対応下さい。

【 原稿送付先 】 株式会社マイライフ社内 神経外傷編集部
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-1-5 エールプラザ戸山台105

TEL: 03-5291-9002 FAX: 03-5291-9003 E-mail: neurotraumatology@mylife-tokyo.co.jp

（2016 年 2 月 25 年改正）
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