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Drastic reforms in healthcare are required in Japan.
"Healthcare 2035" has been proposed to further de -
vel op healthcare and lead the world as a maturing
nation.  We introduced the following two policy
recom mendations to contribute to the new vision, 1)
“Disability Registry” construction as a  prognosis ⁄
outcome indicator in medical database, and 2)
"Definition of Health for a Care–focused Mature
Society" : in a care–focused mature society such as
Japan, the notion that "despite ‘social, physical, and
mental challenges’ such as the disabilities acquired
from trauma or disease, quality of life can be main -
tained and that one ‘is able to’ self–manage and aim
for "self–actualization" should be added to the future
"definition of health"."  Japanese healthcare policies and
present situation which become background reasons
requiring construction of “Disability Registry”, which
is "Injuries ⁄ Diseases Medical Treatment, Nursing,
Health, and Welfare Database" were reviewed.  A
system, established by collaboration among medical
institutions, nursing–care facilities, administrative
officials, etc. for the purpose of sharing patient infor-
mation throughout the region and conducting medical
treatment based on continuous information in the
Yamaguchi Prefecture areas of Ube, Sanyo Onoda,
and Miya, seemed to be useful for building the database
construction as an example of regional advanced
initiatives.  It was thought that construction of the
Disability Database will contribute to health promotion
for the "Definition of Health for a Care–focused
Mature Society" from the viewpoint of improving of
information accessibility for all : including "people
with disabilities".

予後／アウトカム指標としての“Disability Registry”構築に関する
政策レビュー：Care–focused Mature Societyに向けた健康の定義
実現を目指して
Policy review on “Disability Registry” construction as a Prognosis ⁄ Outcome indicator in medical
database : Toward the Proposed "Definition of Health for a Care–focused Mature Society"
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

20 世紀後半，日本の疾病構造は大きく変化し，

主要死因は，感染症から生活習慣病にシフトした。

がん等の生活習慣病に対する包括的な保健医療対

策が施され，日本人の平均寿命は，「人類としての

到達目標とさえ見なされるレベル」にまで，延伸

した 6）。

一方，急速な出生率の低下によって日本では，

人口の高齢化が進展した。生産年齢人口は 1995 年

をピークに減少に転じ，また，総人口も 2008 年以

降継続して減少を示すようになり，日本は，「人口

減と少子高齢化が同時進行」する国となった 40）。

（旧称）厚生省は，21 世紀において日本に住む一

人ひとりが，自らの健康観に基づいて行う取り組

みを，社会の様々な健康関連グループが支援し，

健康を実現することを理念として，「健康日本 21」
を提唱した（2000 年）13） （Fig.1）。健康日本 21 の

基本戦略は，「『早世』と『障害』を減らし，人生の

中で健康で障害の無い期間（＝健康寿命）を延伸

し，一人ひとりが稔り豊かで満足できる人生を全

うするとともに，持続可能な社会の実現を図る」こ

とである。そして，それを実現するための具体策

として，「健康に関わる目標（値）を設定し，十分

な情報提供を行い，自己選択に基づいた生活習慣

の改善および健康づくりに必要な，環境整備を進

める」が示された。

設定された目標（値）の達成度を評価するには，

健康の改善可能性評価や介入効果評価に必要な，情

報の収集・蓄積・活用が必要となってくる。国内に，

「情報収集の仕組みの無いものについては，仕組み

を作ることから始めなければならない」ことから，

我々は，負傷・損傷（以下「外傷」とする）の予後

（転帰）情報システムの構築に係る研究に着手する

こととした。外傷は，後遺症や後天性障害の主な原

因となるため，“Care–focused Mature Society”（成熟

社会）（Table 1）では，急性期医療終了後のヘルス

ケア・ニーズ情報を収集・蓄積する必要があるが，
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Fig.1 Examples of health promotion images in municipalities based on “Healthy Japan 21”.
[Quoted from reference 13. Authors made some modifications.]

「健康日本 21」では，基本戦略として，「健康に関わる
目標（値）を設定し，十分な情報提供を行い，自己選択に
基づいた生活習慣の改善および健康づくりに必要な，環
境整備を進める」という方策が採用されている。
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そのような情報が日本では，外傷医療分野にも，障

害保健福祉分野にも，圧倒的に不足 2）していたから

である。

これまで我々は，成熟社会の健康情報インフラ

として，外傷予後（転帰）情報の協働データベース

を構築する必要があるとし，その日本における実

現方策を探ってきた 42,43,44,45）。そして，頭部等外傷

予後情報を集積・活用することの意義として，例え

ば「後天性障害を，その原因となった傷病の経過・

転帰として，疫学的縦断研究（epidemiological
longitudinal study）の観点で捉え直す」など，「障

害保健福祉」施策に公衆衛生学的アプローチを加え

ることのできる点を挙げてきた。そして，縦断研

究によって障害者を「生活者」としての当事者の視

点で見直すことは，障害者政策の再評価に繋がる

ため，障害保健福祉施策の推進にも貢献できる点

を，強調してきた 46）。

本稿では，直近の研究 47,48）において我々が政策

提言した，傷病・障害の医療・介護・保健福祉デー

タベース：“Disability Registry”（Fig.2, Table 2）につ

いて，その必要性を示す現状・政策動向のレビュー

を行う。そして，“Disability Registry”構想の概要

を紹介するとともに，Fig.2 の「1）地域医療連携・

医療介護連携データベース」構築・活用の実現のた

めに必要な，「異なる専門分野での経過情報の地域

共有」の先進事例という観点で，山口県宇部・山陽

小野田・美祢圏域の地域モデルの先進的取組みを紹

介する。最後に，橘らがこれまで，併せて提唱して

きた「成熟社会に向けた健康の定義」について概念

を紹介するとともに，その定義に基づいた「健康」

政策の実現に果たす，“Disability Registry”の意義

を考察する。

Ⅱ─── 現状・政策の動向・臨床効果情報 ─
なぜ“Disability Registry”の構築が必要か？

1. 「早世」・「障害」の現状 ─「外傷」の観点から ─

1）「早世」
2014 年患者調査における傷病分類別推計患者数

の概要をみると，調査日に全国の医療施設で受療

した「Ⅱ 新生物」が原因の各推計患者数（入院／外

来［単位：千人］）は，144.9／231.6 である。これに

対して「ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響」

が原因の各推計患者数（入院／外来［単位：千人］）

は，131.3／306.5 であり，外傷関連の罹患・有病に

よる，少なからぬ医療ケア需要の存在が解る。

また，生命表による，65 歳未満区間死亡確率

（LSMR）（＝65 歳までに死ぬ可能性）は，1948 年

には 50％前後であったものが，1997 年には男性

15.7％，女性 7.8％と著しく改善した。この 65 歳

未満 LSMR のうち，15 歳未満までの少年期は全体

の 5％前後にすぎず，大半は 45〜64 歳の中年期に

集中している。

さらに，早世によって失われた寿命の長さを表

す，標準早死損失年（PYLLSR）13）で測ると，「不慮

の事故」は，1995 年人口動態統計において最も多

い「がん」に次いで，第 2 位となっている。これ
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Table 1 The definition of "Care-focused Mature
Society" in this manuscript

本稿では，“Care-focused Mature Society（ケアに焦点を

あてた成熟社会）”を「早死（premature death）を予防する

ことによって，成熟した死（matured death）1）を目指すこ

とのできる社会」と定義し，単に「成熟社会」と表記する

こととした。

著者らは，共生社会における健康づくり政策の推進に

必要な情報アクセシビリティの向上策として，自治体を

中心とする，傷病・障害の医療・介護・保健福祉データ

ベース：“Injuries ⁄ Diseases Medical Treatment, Nursing,

Health, and Welfare Database”（ =“ Disability Registry

（広義）”）の構築を，提案している。

その構想イメージは，「臨床効果データベースの予後／

アウトカム指標として，“Disability Registry（狭義）”を構

築し，次世代医療基盤法やブロックチェーン技術を活用

して，既存のデータベース（臨床効果データベース，地

域医療連携・医療介護連携データベース，etc.）との連結

を図り，“Disability Registry（広義）”を，自治体を中心に

構築する」というものである。

Table 2 Overview of the proposal “Disability
Registry (broad sense) ”
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を，さらに人生の各段階（ライフステージ）別に死

因構造を比較すると，5〜24 歳では「不慮の事故」

が最も大きな原因を占めている 13）。以上のごとく

日本では，医療ケア需要や早死に対するインパク

トで見る限り，外傷関連の傷病は無視すべきでな

い現状といえよう。

2）「障害」
日本における障害者は，障害者基本法において，

「身体障害，知的障害，精神障害（発達障害を含

む。）その他の心身の機能の障害がある者であっ

て，障害及び社会的障壁により継続的に日常生活

又は社会生活に相当な制限を受けている状態にあ

るもの」と規定されている。国内の障害者の総数

は 936.6 万人（身体障害者 436.0 万人，知的障害

者 108.2 万人，精神障害者 392.4 万人），人口の約

7.4％に相当すると概算（2016 年）29）されており，

障害者数全体は増加傾向にある。また，在宅・通

所の障害者数は増加傾向となっている。障害者に

占める「先天性障害」や「後天性障害」等の内訳は，

現在の厚生労働統計では把握されていないという。

現状では，障害者の保健福祉に係る情報は，例

えば障害者総合支援法の対象となった難病では，

「指定難病患者データベース」構築が検討されてい

る。だが身体障害では，手帳認定（Certification for
Persons with Physical Disabilities）情報に含まれ

る，診断書等の医療情報は，「自治体に台帳管理が

義務づけられ，都道府県知事および政令指定市・

中核市の市長の所管となっている 22）」ものの，そ

れらが，障害者の健康づくり施策に係る分析評価

等のために活用されている状況にはなっておらず，

体制は障害種類ごとの差が大きい。だが今後，よ

り効率的で効果的な障害保健福祉施策を推進する

ためには，介入効果評価や施策評価を行うための

「傷害の保健医療福祉に関する疫学データ等を集

積・活用するという『情報の』環境づくり」が必要

であろう。

外傷は，後天性障害の主な原因であるが，現状

でその疫学統計データは，多くが「傷病発生時の

患者登録」となっている。急性期医療が終了した

後の外傷患者には，「どのような後遺症・合併症・

続発症・障害が発生しうるのか」，或いはそれらに

対し地域の保健福祉には「どのようなケアニーズ

がどの程度，ステージ別にあるのか」といった情

報は，介入効果評価を行うために必要であるにも

かかわらず，極めて少ない。それらを得るために

は，外傷の長期予後（転帰）に係る epidemiological
longitudinal study によるデータが必要だが，日本

には圧倒的に少ないのである。

3） 早世と障害を合わせた現状：障害調整生存年
（disability–adjusted life years : DALYs）

【世界の現状：“GBD 2010”】

世界保健機関（WHO）や日米英 7 機関の共同研

究による“GBD （Global Burden of Diseases, Injuries,
and Risk Factors Study：世界の疾病負担研究）2010”

（“GBD 2010”）により，以下の実態が明らかにさ

れている：「医療の進歩や開発の進展によって，食

糧不足の解消と死亡数の減少が進み，世界人口の

大幅な高齢化が起こっている一方，『精神疾患・慢

性疼痛・負傷』などによる負担や『肥満・運動不足』

などの危険因子を抱えながら，多くの人が生きて

いる」51）。

さらに，障害調整生存年（disability–adjusted life
years : DALYs）27） （Table 3）を用いた，過去 20 年

間（1990〜2010 年）の分析では，次のようなエビ

デンスが示されている：「世界の疾病負担は，かつ

ては 5 歳未満児の早死が最大要因だったものが，
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障害調整生命年（Disability-Adjusted Life Years : DALYs）

は，早期死亡によって失われた「損失生存年数（Years of

Life Lost : YLLs）」と，障害を持ちながら生活することに

より失われた人生の価値を指す「障害生存年数（Years

Lived with Disability : YLDs）」の和で求められる 13,53）。病

的状態，障害，早死により失われた年数を意味し，疾病

負荷を総合的に示す指標である。

障害調整生命年（DALY）＝
損失生存年数（YLL）＋ 障害生存年数（YLD）

Table 3 What is the“Disability–Adjusted Life Years:
DALYs” ?
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現在では要因の大半は筋骨格系疾患や精神疾患，

負傷などによるものとなっており，このような負

担は，人々が長生きするにつれて増えている」28）。

このような疾病構造の変化に多くの国々が直面し，

今や，非感染性疾患が世界的な脅威となってい

る 3）という。

【日本の現状】

簡便法で測った障害調整生存年（DALYs）で主要

疾患（1993 年）の状況をみると，「がん」「循環器

疾患」「精神疾患」が各々全体の約 20％ずつを，次

いで「不慮の事故」が大きな割合を占めている 13）。

2. 政策の動向 ─「外傷」の観点で ─

1）「健康日本 21」…外傷に対する健康政策は？
日本の外傷に対する健康施策は，産業保健・学

校保健等を除いて，殆どが「専門分野別の医療対

応」という現状である。地域保健分野の対応は，

「虐待」を除いて殆どなく，また，外傷医療終了後

の「後遺症・障害」の対策は，多くが補装具の給付

といった「障害福祉」分野での対応が中心という現

状である。地域保健分野では，生活習慣病対策の

ような，0 次から 1〜3 次に渡る予防策が連続して

行われているとは言い難い 46）。外傷にも，「包括

的で連続した予防策を講じ，長期の介入効果評価

を行い，epidemiological longitudinal study 43）によ

る疫学解析を地域全体で行うために，地域保健分

野との連携で予防医学的アプローチを加える」必

要があるのではないか。

2） 地域包括ケアシステム
2025 年には，すべての団塊世代が 75 歳以上と

なり人口の 1/5 を占め，また，2035 年には団塊

ジュニア世代が 65 歳以上になることが予測される

中，2025 年を目途に，地域包括ケアシステム 14）

が実施される。「地域包括ケアシステム」は，

community–based care （地域を基盤としたケア）35）

と，integrated care （統合型のケア）36）という，2 つ

のコンセプトから成っている。地域包括ケアシス

テムにおいては，保険者である市町村や都道府県

には，当事者として，「切れ目や格差のない保健・

医療・福祉・介護のシステム」を，計画に基づいて

作り上げていくことが，求められることになる。

3） 保健医療 2035
世界に先駆けて高齢化が進み，少子高齢社会へ

の対応が課題の日本では，2035 年を見据えて，今

後さらに発展し，世界の成熟をリードするための，

健康施策の新たなビジョンが公表されている（「保

健医療 2035」）2）。「保健医療 2035」は，「保健医療

を取り巻く環境が大きく変化する中で，経済成長

と財政再建にも貢献し，ひとりひとりが主役とな

れる健やかな社会を実現する」ために，「日本の保

健医療には，システムとしての在り方の転換が求

められるようになってきている」と指摘する。国

民が安心，満足，納得を得ることができる持続可

能な保健医療システムを実現するために，「2035
年の保健医療が達成すべき新ビジョン 15）」（Table

4）が示されている。

4） 障害者政策
21 世紀に入り障害者政策は，「当事者の自己選

択，自己決定の実現」を目指して構築されてきた。

2006 年に，国連総会で「障害者権利条約」が採択

され，日本においても，条約締結に向けた，国内

法制度の整備が行われた。その結果，2011 年に

「障害者基本法」が改正されることとなり，その第

1 条に，「共生社会」が規定された 30）。さらに

2013 年には，「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」）が制

定され，日本においても，「障害者権利条約」が批

准されるに至った。なお障害者差別解消法は，
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1）LEAN HEALTHCARE （リーンヘルスケア）

保健医療の価値を高める。

2）LIFE DESIGN （ライフ・デザイン）

主体的選択を社会で支える。

3）GLOBAL HEALTH LEADER （グローバル・ヘルス・リー

ダー）

日本が世界の保健医療を牽引する。

Table 4 What is the “New vision to be achieved by
2035 health care” in the “Health Care 2035” ?
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2016 年 4 月 1 日から，既に施行されている。

国連で障害者権利条約が採択されてから，日本

で批准されるまでに，「7 年も」要したことになる。

現状では，「日本における共生社会」とは，「それ

まで，必ずしも十分に社会参加できるような環境

になかった障害者等が，積極的に参加・貢献して

いくことができる社会」26）と言わざるを得まい。

政府は，共生社会を実現するために講ずる障害者

施策の，最も基本的な計画として，「障害者基本計

画」を 5 年ごとに策定し，障害者政策を推進して

いる。2018 年度から 5 年間の計画を定めた「第４

次障害者基本計画」16）には，その基本的方向とし

て，「社会のあらゆる場面で，アクセシビリティ向

上の視点を取り入れていく」ことや，「障害者本人

による意思決定の支援」「障害者差別解消法の実効

性確保のため，各分野でハード・ソフト両面から

差別解消に向けた環境整備を着実に推進」などが，

明記されている。また都道府県や市町村等の自治

体には，「障害者計画」の策定が義務づけられると

ともに，「障害福祉計画」策定が規定されている。

5） 次世代医療基盤法
受診患者に対する投薬・検査･治療などの診療情

報は，現在，受診した医療機関が別々に保有して

いる。それらの情報は，臨床研究などの目的があ

る場合を除き，医療機関を超えては共有されない。

地域医療連携ネットワークの稼働によって，医療

機関の間で患者情報がやりとりされることはある

が，領域を横断した解析は想定されていない。

だが政策的観点では，医療関連情報の連結・統

合は，重要課題である。レセプトや特定健診等の

情報については現在，ナショナルデータベースが

整備されているが，患者情報は分散しているため

に，政策決定に反映する等を目指したビッグデー

タ解析は不十分な現状である。そのような問題を

解消し，医療分野のビッグデータ研究を促進する

ために，2018 年 5 月 11 日に，「医療分野の研究開

発に資するための匿名加工医療情報に関する法律

（以下「次世代医療基盤法」）」が施行された 31）。

次世代医療基盤法により医療機関は，患者が拒

否しない限り診療情報を，国の認定する「認定匿

名加工医療情報作成事業者（認定事業者）」に任意

で提供することが可能となる。専用回線を通じて

複数の医療機関から認定事業者に収集された診療

情報は，匿名加工され，情報の利活用者に有償で

提供される。これにより，大量の実診療データの，

地域や診療領域・医療機関を越えた統合的な解析，

例えば，「治療選択肢の評価」「異なるケア提供主

体の治療成績評価」「診療支援ソフト開発」「治療に

よる副作用や後遺症」等々の解析の可能が期待さ

れている 24）。

3. 臨床効果情報

1） 臨床効果情報の課題
国民皆保険制度により，日本国民は，必要な医

療へのアクセスが保障されている 50）。一方，少子

高齢化により，財政は厳しい状況が続いており，

限られたリソースを効率的に投入することが求め

られている。我々は，持続可能な外傷医療および

障害保健福祉の推進を視野に入れた政策への転換

に向けて，既存の「臨床効果情報」に注目した。

「臨床効果情報」とは，医療の質を向上させるた

め，各医療機関が診療を行っている患者の診断，

治療内容，治療効果等に関する情報である 17）。臨

床効果情報の収集・蓄積・活用は，生活習慣病関連

分野で先行して行われ 21），医学関連学会等によっ

て全国的に収集され，データベースへの蓄積等を

経て分析・活用されている 39）。現状では，データ

ベース構築は傷病別に進められており 5,7,33），各

データベース間の連携や効率的運用について検討

が進められている 18,25,34）。

だが臨床効果情報には，現状で，「アウトカム情

報を十分に把握できない」という課題がある。さ

まざまな臨床的な介入に対して「効果評価」を行う

ためには，追跡調査による「アウトカムの把握」が

重要だが，現実的には，医療機関でフォローアッ

プ調査を行い，評価に必要なアウトカム情報を十

分に把握することは困難だからである。そのため

臨床効果情報の内容は，いずれも，医療機関を受
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診した患者の「傷病別患者登録情報」が大半となっ

ており，課題解消に向けた疫学的縦断研究の取り

組みは，専門分野別に進められている。

2） 専門分野別に，健康医療情報のデータベースは
構築されてきている

日本人の死因最多である「がん」への対策は，

2006 年に成立した「がん対策基本法」に基づいて，

必要な情報が全国がん登録 8）制度により収集され

ている。日本でがんと診断されたすべての人の

データが，データベースに一元管理されており，

収集データは，人口動態統計の死亡データととも

に集計され，「がん統計」として部位別の罹患・有

病・生存率等のデータが公表されている 9,10）。

さらに生活習慣病関連では，特定健康診査機関・

特定保健指導機関データベース 11）が構築されて

る。平成 20 年度から医療保険者が実施主体となっ

た「特定健康診査・特定保健指導」を実施する機能

を有する健診機関・保健指導機関の情報を集積し，

医療保険者が，40〜74 歳の被保険者・被扶養者を

対象とした「特定健康診査・特定保健指導」の実施

を委託する機関の候補に関する参考情報として資

することが，データベースの目的である。近年，

健診やレセプトなどの健康医療情報は電子的管理

が進んでいる。そのため，従来は困難だった，電

子的に保有された健康医療情報の epidemiological
longitudinal study 43）を含む分析が，近年では可能

となっており，医療保険者によるデータヘルス／予

防・健康づくりが推進されている 19）。

3） 健康医療情報のデータは，「誰が・どんな場面で」
使うのか？

ここで，「健康や医療に関わるデータベースに蓄

積された各種データ（evidence）は，『誰が・どんな

場面で』使うのか？」という，「データの用途」につ

いて考えておく。データの用途には，主に「3 通

り」が考えられるのではないか。つまり，第 1 は

「医療関係者や保健行政従事者，医療保険者が・治

療効果評価や検診精度管理，保健事業評価を行う」

場面，第 2 は，「自治体や国，医薬品・情報関連事

業者が・地域医療計画の立案や政策効果評価，安全

性評価や支援ツール開発を行う」場面である。そし

てさらに，第 3 の場面として，「患者（当事者）が

主体的に健康づくり活動を行う際，自己決定権を

行使するための判断根拠としてデータを利用する」

という用途を想定しておくべきではないか。

例えば「がんの生存率」という統計データの場

合，第 1 の用途は「医療専門家や保健行政従事者

が，介入効果評価等を行う」ためであり，第 2 の

用途は「自治体や国が，計画策定等を行う」ためだ

ろう。だが今後は同時に，第 3 の場面として，「が

んと診断された患者にとっては，『治療を選択し，

将来設計を見据えつつ，自らの健康づくり活動を

行う』場面で，『選択の判断基準を提供し，自己決

定権を行使するため』に利用される」，という用途

を忘れるべきではないのではないか。

今後，日本社会が直面する成熟社会を見据えれ

ば，この第 3 の用途は，とりわけ重要になってく

るのではないか。なぜなら，例えばがん患者に対

して，医師が治療法の選択肢を説明する場面では，

治療法の詳細とともに，「生存率」といった具体的

な「予後」情報を提供することが，今日，ますます

求められていると思うからだ。信頼できる「生存

率」等のデータを得るためには，精度の高い予後／

転帰調査等による epidemiological longitudinal
study 43）が必要であることは，言うまでもない。

そしてさらに，このような考え方は，「がん」に

限ったことでもなかろう。「外傷」においても，精

度の高い「外傷の予後（転帰）」情報や治療の効果

評価に関する情報は，患者が「後遺症や障害を最

小限に止めるための，効果的な治療やリハビリを

選択し，人生の将来設計における自己決定権を行

使するために」必要ではないか。そのような，「後

遺症や障害を抱えて生きる患者（当事者）が，主体

的な健康づくり活動や自己決定権行使を行うため

に，各種統計データ（evidence）が必要」という視

点を，外傷医療従事者は，忘れるべきではないの

ではないか。

神経外傷 Vol.41 2018
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Ⅲ───────── “Disability Registry” ─

1. 臨床効果情報の「アウトカム情報」の現状

現在，臨床効果情報のアウトカムに相当する情

報として，介護保険総合データベース 38） （以下

「介護 DB」とする）が構築され，活用促進が図られ

ている。介護 DB は，介護保険制度 23）の利用に関

する情報を，審査支払機関である国民健康保険団

体連合会を経由して収集（＝介護レセプトデータ）

し，匿名化した上で，厚生労働省において介護 DB
に格納される。だが，介護 DB と医療 DB とのシ

ステムは，別々に管理運営されており，双方をリ

ンクさせて解析するためには，双方を連携させた

データベース・システムを構築する必要がある。

また，介護 DB の格納情報は，基本的に，日本の

介護保険制度における対象者のデータである。高

齢者（≧40 y.o.）の情報に限られるため，制度の利

用対象ではない若年者（＜40 y.o.）等のケアニーズ

情報が不足しており，臨床効果情報充実の観点で

は，「介護 DB 以外のアウトカム情報システムの構

築」が必要であろう。

2. 予後（転帰：アウトカム）指標としての
“Disability Registry”の構築
「障害登録データベース（＝“Disability Registry
（狭義）”）」構築 および「予後（転帰：アウトカム）
情報システムの地域モデル」構築

我々は，臨床効果の評価に必要な「介護 DB 以外

のアウトム情報」として，都道府県や市区町村など

の自治体で把握されている「障害」の情報に注目し

た。そして，都道府県等の自治体を中心とした「傷

病・障害の医療・介護・保健福祉データベース」シ

ステムである“Disability Registry”の構築について，

政策提言を行った（Fig.2, Table 2）。“Disability
Registry（広義）”の主な構成要素は，① 医療機関を

受診した外傷・疾病患者のフォローアップ情報を

格納データとする「地域医療連携・医療介護連携

データベース」，および ② 市区町村等が保有する，

「障害者（後天性・先天性）個人の健康に関わる医

療・介護・保健福祉情報」を格納データとする「障
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Fig.2 Conceptual diagram of the proposed “Disability Registry (Broad sense)” : Disability Registry (broad sense)
consists of a regional medical collaboration ⁄ medical care collaboration database and “Disability Registry (Narrow
sense).”
[Quoted from reference 47, Figure 4: Diagram representing the study on the regional model development of the “Injuries ⁄
Diseases Medical Treatment, Nursing, Health, and Welfare Database.” Authors made some modifications.]
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害登録データベース（＝“Disability Registry （狭

義）”）」の 2 つである。

① ②いずれの場合も，データベースの構築主体

は，例えば前者①では「圏域内の医療機関や社会

資源等の実情に応じて」，また後者②では「自治体

ごとに」或いは「障害の種類別ごとに」多様性があ

ると予想されるため，地域全体で何らかの工夫が

必要となる可能性はある。だが，地域にとって，

各々のデータベースが構築されることのメリット

は大きい。例えば前者①では，次世代医療基盤法

の仕組みを併用することによって，「情報利活用の

際の費用負担以外は，認定事業者に一任」できる

ようになる。また後者②では，都道府県等の自治

体に「障害登録データベース（狭義の Disability
Registry）」が構築されることによって，「管轄域内

の障害者に関わる実態把握や，質の高い計画策定

が可能」となる。そのため，例えば，都道府県等

の「地域」を中心に，域内全体で次世代医療基盤法

の仕組み活用を検討していけば，当該地域版の「傷

病・障害の医療・介護・保健福祉データベース」構

築が実現できるのではないか。

3. 山口県宇部・山陽小野田・美祢圏域の取組み
「脳外傷地域連携パス」における情報ネットワー
クの構築事例

山口県宇部・山陽小野田・美祢圏域では，医療機

関・介護施設・行政担当者が連携して患者住民情を

共有・活用する仕組みの，先進的な情報ネットワー

クである「さんさんネット」が，医師会を中心に構

築されている 37）。圏域内で，患者情報を共有する

ことで，より多くの情報に基づいた医療を，地域全

体で行うことを目的として，地域内の連携による仕

組みが構築されているのである。脳外傷地域連携パ

スは，その一環として構築され，山口大学を含む基

幹病院やかかりつけ医のみならず，介護施設や行政

担当者を含む，包括的な地域医療連携の充実が，診

療情報の共有を通じて図られている（Fig.3）。

✓  情報共有について：患者さんの診療において必

要と考えられる場合に限り，かかりつけ医が患者

さんの同意を得て，内容を参照する。基幹病院

は，かかりつけ医の依頼を受け，当該ネットワー

クを通じて，診療情報を共有する。かかりつけ

医は，その情報をもとに患者さんを診療する。
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Fig.3 “Flow of sharing and utilizing patient information” by cooperation of medical
institutions, nursing care facilities, administrative officials, etc. in the Ube, Sanyo Onoda, Mine
area in Yamaguchi Prefecture.
[Partial excerpt from Ref. 37, Author modification]
A mechanism based on collaboration between medical institutions, nursing care facilities,
administrative officials, etc. is established with the aim of conducting medical treatment based on
more information throughout the region by sharing patient information in the Ube, Sanyo Onoda,
Mine area.
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✓  メリット：基幹病院での画像などの検査結果

や，服薬中の薬や治療内容が，かかりつけ医で

も把握できる。入院中も，かかりつけ医が，病

状をより正確に把握でき，また，基幹病院とか

かりつけ医が，病状をより正確に把握できるた

め，患者さんは定期的な行き来も安心して行う

ことができる。

4. 「予後」“Prognosis”と「転帰」“Outcome”

本稿では，患者情報の追跡によるアウトカム（転

帰）情報のデータベース・システムを，あえて「予

後（転帰）情報システム」と称した。その理由は，

当該情報システムに格納される情報は，一義的に

は「患者や当事者のもの」と考えることによる。

「予後」“prognosis”も，「転帰」“outcome”も，時間

軸に沿った病状の「経過」を表す用語であるが，前

者は，傷病・疾病の「スタート地点（= Onset）」か

ら，そして後者は「中間もしくはゴール地点」から

俯瞰し表現したものであろう。医師等が診察を

行った際に把握する診療情報は，「転帰」“outcome”
情報が大半となろうが，その一方，「患者や当事

者」にとって必要な「経過」情報は，圧倒的に「予

後」“prognosis”なのではないか。「外傷や疾病によ

る後遺症や障害」という，「身体的，精神的，社会

的な」困難や負担・課題（challenges）を抱えながら

も，何とか「治ろう・生きよう」とする患者・当事

者の目線では，その効果的支援のためにも必要な

情報は，あくまでも予後“prognosis”であり，転帰

“outcome”ではない，と考えたことによる。既に，

本稿の「Ⅱ. 3. 3）健康医療情報のデータは，『誰が・

どんな場面で』使うのか？」で述べたように，今後

日本の成熟社会における健康医療情報システムに

は，予後を高い精度で算出するなどのような

“patient centered”の視点が，求められるのではな

いか。

がん医療を例にとれば，近年，がん患者の治療

法選択に際して，医師が，治療法の説明とともに

「予後の詳細情報」を提供することは，一般的に

なってきている。また，希少疾患の患者登録（日

本では「指定難病患者データベース」に相当）の場

合，米国では，登録の主体は患者会であり，国は

技術支援等を行うのみであるという 23）。米国で

は，希少疾患患者登録データは，匿名化されて

Global Rare Disease Patient Registry and Data
Repository（GRDR）に集められ，NIH （National
Institutes of Health）の定義する Global Unique
Identifier（GUID）を用いて同一患者情報の名寄せ

をする形で，患者主体の登録が行われている。日

本の難病患者登録は，現状では，国による登録と

学会・研究班による登録が中心だが，近年，患者

会による取り組みも始まっているときく 52）。

Ⅳ─────「成熟社会に向けた健康の定義」と
                                     “Disability Registry”─

1. 「成熟社会に向けた健康の定義」に関する提言

1948 年，WHO 憲章において「健康」は，「身体

的，精神的，社会的に完全に良好な状態をいい，

単に疾病や病弱さが存在しないことではない。」

“Health is a state of complete physical, mental and
social well–being and not merely the absence of
disease or infirmity.”と定義された。日本において

も，その日本語訳が健康の定義として用いられて

きた。WHO ではその後，1998 年に健康の定義に

つ い て ，“Health is a dynamic state of complete
physical, mental, spiritual and social well–being
and not merely the absence of disease or infirmity.”
という新しい提案がなされ，執行理事会で総会へ

の提案が採択されたものの，審議入せず経過した

という。日本でも，新しい「健康の定義」について

検討がなされたものの，「WHO の新しい提案文章

中の“dynamic”, “spiritual”の適切な日本語訳がな

い」ことを理由に検討が進まず，1948 年当時のま

まの健康の定義が用いられてきたという 12）。

しかし健康の動向は，1948 年当時とは，大きく

異なってきている。Machteld Huber ら 4）は，「完全

に良好な状態（complete well–being）という WHO

神経外傷 Vol.41 2018
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の健康の定義は，慢性疾患の増加を考えると，も

はや目的にかなっていない」とし，「社会的，身体

的，精神的な課題を前にして，適応し自分で何と

かやりくりする能力（“the ability to adapt and self
manage in the face of social, physical, and emotional
challenges”）に重点を移す」ことを提案している。

人は，人生の過程で，身体的・精神的・社会的

に，様々な「課題 challenges」に直面する。その結

果，さまざまな「後遺症や障害，慢性疾患」等とと

もに，以後の人生（先天性の場合は人生のスター

ト時点から）を，過ごすことを余儀なくされる場

合もあるだろう。そのような状況においても「適

応し，自分で何とかやりくりする」という能力に，

「健康」の概念自体をシフトさせることは，ケア中

心の成熟社会における定義として，理に適ってい

るのではないか。少なくとも，従来の complete
well–being という健康の定義が，障害や慢性疾患

を抱えて生きる人々を，健康の概念から排除して

しまっているように見えるのに対して，Machteld

Huber らの提案は，それらの人々をも健康の概念

に位置づけようとしているように見える。

「健康の定義」に含まれない概念を，国の健康政

策に反映することは，困難であろう。その意味で

「健康の定義」は，国の「健康政策の対象・範囲，

方向性を規定する概念」と言えよう。ならば，健

康や教育・経済等の状況が国ごとに多様化する昨

今，「健康の定義」もまた，その国の実情に応じた

「『その国独自の』定義」があっても良いのではない

か。橘らは，日本における保健医療 2035 の実現に

向けて，Table 5 のような “Definition of Health for
a Care–focused Mature Society“ を提唱 47,48）してい

るので，紹介する（以下，本定義に基づく健康を

「成熟社会の健康」とする）（Table 5）。

2. “Disability Registry”の意義：
「成熟社会の健康」政策の実現に向けて
「障害者の『主体的な』健康づくり政策の推進」に
必要な，「情報アクセシビリティ向上策」という
視点

既に述べた通り，21 世紀の日本の健康政策（健

康日本 21）のコンセプトは，「早死と障害を減ら

す」である。そのため，これまでは，既に何らか

の障害を有している「障害者」は，健康政策の対象

外と考える向きも，あったかもしれない。だが，

それは「健康」の定義を，1948 年当時のままの

“complete well–being”と捉えていたからではない

か。今や，健康をとりまく状況は，1948 年当時と

は大きく異なってきている。現在日本が目指して

いる「共生社会」，すなわち「障害の有無にかかわ

らず，国民誰もが互いに人格と個性を尊重し支え

合って共生する社会を目指し，障害者の自立と社

会参加の支援等を推進する」という社会 32）を実現

し，「保健医療 2035」の実現を目指すには，新たな

「『健康』の定義」に基づく「健康政策」への根本的

な転換が，今後，求められるのではないか。すな

わち，「地域が，健康づくり活動を主体的に行う

『障害者本人』に対して，『障害特性に応じた』健康

づくり支援施策を，科学的根拠に基づいて実施す

神経外傷 Vol.41 2018

Table 5 "Definition of Health for a Care-focused
Mature Society"
[Quoted from Ref. 48. The lower Japanese sentences are
translated by Dr. Tomoko Tachibana.]

"Definition of Health for a Care-focused Mature
Society": 

In a care-focused mature society such as Japan, the

notion that "despite ‘ social, physical, and mental chal-

lenges’ such as the disabilities acquired from trauma or

disease, quality of life can be maintained and that one

‘is able to’ self-manage and aim for "self-actuali zation"

should be added to the future "definition of health"."

「成熟社会の健康の定義」

日本のようなケアに焦点を当てた成熟社会では，

「外傷や疾病による後天性障害や先天性障害といった，『社

会的，身体的，精神心理的な課題』を抱えていても，QOL

（Quality of Life）を保ち，何とか自分でコントロールし，

自らの『できること』を発揮して自己実現を目指す」とい

う概念を，健康の定義に加えるべきである。
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る」という視点を加えた，地域における「切れ目や

格差のない」健康づくり施策への転換である。そ

の際，視野に入れるべき「健康」の概念が，橘らが

提唱する「成熟社会の健康」なのではないかと考え

るのである（Fig.4）。

近年，障害者が「主体的に」社会活動を行うため

の「技術的な環境」は，支援機器，AI （artificial
intelligence）等による支援手法の発達に伴って，

目覚ましく進歩してきている。今後，共生社会の

実現に向けて，さらに整備が必要な事項は，「人の

支援」環境であるとともに，「『成熟社会の健康』政

策の推進」と言えるのではないだろうか。そのた

めには，障害者を生活者の視点で捉え，「障害者を

含むすべての国民が，Table 5 に示した『成熟社会

の健康』の実現を目指して，主体的に取り組む健

康づくり活動を，地域の保健医療福祉介護行政が

支援できる体制を整備すること」が，今後の課題

であるとともに，日本社会が質の高い共生社会に

移行できるか否かの「鍵」ではないかと考える。そ

の実現のためには，例えば今後，地域に求められ

る「成熟社会の健康づくり施策」は，「廃用性機能

低下の防止」や「残存機能の維持・増進」といった

単なる機能訓練にはとどまるまい。障害者の生き

がい創造を含め，ライフステージごとに「具体的

にどのような『成熟社会の健康づくり施策』を，企

画立案・実施・評価していく必要があるか」につい

て，地域全体で，高齢者の虚弱（「フレイル」）対策

等と併せて検討する観点が，今後は求められよう。

その実現には，障害特性に応じた健康づくり支

援を「施策」として地域の保健福祉で推進する必要

があるが，現状では，地域の健康づくり施策の対

象に障害者が含まれているとは捉え難い。少なく

とも，科学的根拠に基づいた健康づくり施策を，

障害者を含むすべての住民を対象に展開している，

という話は，聞こえて来ない。また，厚生労働行

政における障害者政策も，障害者「福祉」が施策体

系の中心 20）であって，障害者「保健」の施策体系

は見えにくい。

解決のためには，既に全国の自治体で実施され

ている健康づくり施策と同様の方法論が適用でき

よう。地域の健康づくり施策の対象として，今後，

「外傷や疾病による後天性障害や先天性障害といっ

神経外傷 Vol.41 2018

Fig.4 Image of an “environment that supports health” for people with disabilities.
[Quoted from reference 47. Authors made some modifications.]



13

た，『社会的，身体的，精神心理的な課題』を抱え

て生きる，障害者等の人々」を視野に入れ，「障害

者本人の主体的な健康づくり活動を，とりまく家

族や各種支援団体，保健医療福祉介護従事者等が，

支援するための環境整備を行う」という施策を，

現行の地域保健福祉施策に加えればよい。これに

より，現状では見えにくい「障害者『保健』」の施

策体系を，障害者政策の中に位置づけられるので

はないか。

その際，地域の保健福祉施策には転換が必要と

なる可能性があるが，キーワードは「情報（データ

ベース）」であり，「都道府県等の『保健』福祉行政」

であると思われる。地域では既に，数値目標を設

定する等の，「健康日本 21」を展開するための施策

推進ノウハウを持っている。その対象を，「障害」

や「外傷」等に拡大し，科学的根拠としての「情報」

を収集・蓄積・解析し，企画立案・実施・評価につ

なげる流れを，地域全体で形成すればよい。その

際，“Disability Registry （狭義）”は，自治体が情報

を収集・蓄積・解析する場面や，障害者本人が主体

的に行う健康づくり活動を支援するための科学的

根拠として役立つと思われる。また，“Disability
Registry （広義）”は，都道府県等の広域自治体が，

質の高い「成熟社会の健康」づくり施策を目指し

て，地域全体の実態把握を行い，各種の保健医療

福祉介護関連計画を策定・実施・評価していく場面

で役立つ，というメリットがあるのではないか。

欧米先進国では，健康の社会的規定要因の１つ

として，障害の有無による健康格差が検討されて

おり，障害のある人の健康状態を，慢性的な障害

とは別の次元で捉える見方が普及している 41）。そ

のため欧米諸国では，障害者の健康増進や適切な

健康サービス利用を促す研究が蓄積されてきてい

る。“Disability Registry”（狭義）には，障害のある

人の健康確保に必要な健康リスク等の，日本にお

ける解析に資する情報インフラとしての役割が期

待できると思われる。また“Disability Registry”
（広義）には，ブロックチェーン技術の活用等に

よって，「成熟社会の健康」政策において，「情報

アクセシビリティ向上策」49）としての意義，すな

わち，「全ての国民が，情報の収集・利用・意思表

示等の困難や障害の有無にかかわらず，誰でも必

要とする情報に簡単にたどり着け，主体的に利用

できる」よう環境整備するための，「促進策・向上

策」としての意義があると考えられた。

Ⅴ──────────────── おわりに ─

1.     著者らが政策提言してきた傷病・障害の医療・介

護・保健福祉データベース“Disability Registry
（広義）”について，その必要性を示す現状および

政策動向のレビューを行った。データベース・

システムの必要性は，早死・障害の現状，健康

日本 21・地域包括ケアシステム・保健医療

2035・障害者政策・次世代医療基盤法等のいずれ

にも，認められた。

2.     自治体を中心とした“Disability Registry （広義）”

構想の概要を紹介した。主な構成要素は，1）地

域医療連携・医療介護連携データベース・システ

ム，および 2）障害登録データベース・システム

“Disability Registry（狭義）”，であり，次世代医

療基盤法の仕組みや臨床効果情報を活用するこ

とで，地域ごとの，保健医療福祉介護情報デー

タベース構築が期待できると思われた。

3.     保健医療 2035 実現に向け，橘らが提唱する

“Definition of Health for a Care–focused Mature
Society“「成熟社会に向けた健康の定義」の概念

を紹介した。「成熟社会の健康」政策の実現に向

けて“Disability Registry”には，情報アクセシビ

リティ向上策としての意義があると思われた。

本研究の一部は，第 41 回日本脳神経外傷学会（2018 年,
東京）において発表した。

著者のうち，橘とも子・水島洋は，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 ─

慢性硬膜下血腫は脳神経外科領域では，日常診

療においてよく遭遇する疾患であり，高齢化社会

の到来と共に今後は，増加傾向を示すと考えられ

ている 5）。合併症の報告もあるが，局所麻酔による

穿頭術が標準的な治療法であり，症状も改善し予

後も比較的良好である 11,17,18）。しかし，術後の再発

は 5〜40％程度との報告があり，これまでも再発因

子に関して検討されている 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15）。未だ

に決定的な再発因子の特定や再発予防策が確立し

ていない状態である。今回当院で経験した両側慢
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Background: Chronic subdural hematoma is one of the most
common diseases encountered in neuro surgical practice.
Although treatment methods are well established, factor leading
to recurrence remain unclear.
Methods: To identify recurrence factors, we com pared the
clinical features of recurrent and non–recurrent hematomas
in patients with bilateral chronic subdural hematoma.  We
retro spectively analyzed data for 23 patients (46 hematomas)
who had undergone burr–hole surgery between January 2000
and December 2016.  Recurrence was defined as the time at
which hematoma recurrence warranted re–drainage.
Results : The recurrence factors identified were post–operative
hematoma volume and density.  These bi lateral surgical
hematoma patients had same patient backgrounds and
histories.  No significant difference in degree of paralysis, and
volume and density of hematoma pre–operatively in those
with recurrent hematoma was observed. 
Conclusions: In recurrent hematoma, the density of the
hematoma increased, and the hematoma volume showed an
increasing trend one week post–operatively.  In order to prevent
the recurrence of chronic subdural hematoma, it is necessary
to improve the return of the brain the next day after the
opera tion by removing the hematoma as much as possible
with surgery and postoperative drainage.  In addition, within
one week after surgery, taking measures against elevation of
hematoma and increase of hematoma density are required.
Especially, it is necessary for intervention in cases where
return of the brain is not good with the head CT of the next
day after surgery.

両側慢性硬膜下血腫で片側再発例の再発血腫と非再発血腫の比較検討
Bilateral chronic subdural hematoma: a comparative study of recurrent
and non–recurrent hematomas
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性硬膜下血腫で両側同時手術を行った症例で片側

のみ再発した症例に関して，再発した血腫と再発

しなかった血腫に分けて比較検討を行い，再発を

予防するための考察を行ったので報告する。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

2000 年 1 月 1 日から 2016 年 12 月 31 日までに

当院脳神経外科に入院し，穿頭術を行った慢性硬

膜下血腫は 1,249 患者（1,457 血腫）であった。片

側のみの手術は 1,041 患者（血腫）であり，両側同

時手術は 208 患者（416 血腫）であった。さらに，

両側同時手術症例で片側のみ再発した症例は 23 患

者であった。23 患者を対象とし，再発した血腫を

再発血腫，再発しなかった血腫を非再発血腫とし

た。再発血腫と非再発血腫の術前血腫量・血腫吸

収値，術翌日・術 1 週間後の残存血腫量・残存空気

量・血腫腔体積・血腫吸収値，血腫の左右，術前の

四肢の麻痺の程度，ドレナージチューブ留置期間，

ドレナージチューブ排液量に関して比較検討した。

慢性硬膜下血腫の診断は，術中の所見で血腫外膜

の確認で診断した。再発の定義は，血腫が再増大

し術後 3 ヵ月以内に再手術を行った場合を再発と

した。穿頭術は局所麻酔による穿頭洗浄ドレナー

ジ術とした。ドレナージチューブは術翌日に抜去

を基本とし，頭部 computed tomography（CT）で

血腫の残存があれば主治医の判断で継続した。血

神経外傷 Vol.41 2018

Table 1 Computed tomography findings of recurrent hematoma and non-recurrent hematoma

Factor
Recurrent
hematoma
(N=23)

Non-recurrent
hematoma
(N=23)

p–value

Pre–operative

hematoma volume mean ± SD (ml) 93.5 ± 28.6 86.1 ± 39.2 0.47 (t–test)

hematoma CT density

high 3 5

0.87 (χ2–test)
iso 8 7

low 5 5

mixed and niveau 7 6

Post–operative
(next day)

hematoma volume mean ± SD (ml) 39.5 ± 28.9 24.3 ± 24.9 0.06 (t–test)

air volume mean ± SD (ml) 11.9 ± 13.5 10.1 ± 10.8 0.62 (t–test)

hematoma cavity volume mean ± SD (ml) 51.3 ± 30.9 34.3 ± 24.0 *0.043 (t–test)

hematoma CT density
low 17 19

0.58 (χ2–test)
others 6 3

Post–operative
(one week later)

hematoma volume mean ± SD (ml) 41.4 ± 22.1 18.3 ± 17.6 **0.0003 (t–test)

air volume mean ± SD (ml) 5.9 ± 6.2 4.4 ± 6.8 0.43 (t–test)

hematoma cavity volume mean ± SD (ml) 47.3 ± 20.6 22.7 ± 18.7 **0.0001 (t–test)

hematoma CT density
low 16 22

*0.02 (χ2–test)
others 7 1

*p<0.05, **p<0.01
SD: standard deviation, CT: computed tomography
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腫量・空気量は，頭部 CT 画像上で Synapse®（富

士フィルム）を使用して各画像で region–of–
interest（ROI）を計測して面積を求め，面積の和

で体積を求めた。血腫腔体積は血腫量と空気量を

合わせた体積であり，術後の脳の戻りの指標とし

た。血腫吸収値は脳灰白質と比較して low
density，iso–density，high density に分類し，さ

らに low と high の混在する場合は mixed density
とし，low と high で鏡面像を形成する場合には

niveau とした。四肢の麻痺の程度は Manual
Muscle Testing（MMT）で評価した。統計ソフトは

Microsoft Excel®を使用し t–検定およびχ2 検定を

行った。

Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

対象患者は 23 患者で再発血腫 23 血腫，非再発

血腫 23 血腫であった。平均年齢（±標準偏差）は

77.2（±9.0）歳（56〜94 歳）であり，男性は 15
例，女性は 8 例であった。再発までの平均日数（±
標準偏差）は 16.7（±23.0）日であった。最短は 8
日で最長は 93 日であった。統計学的に有意であっ

た項目は，頭部 CT 画像に関しては Table 1 に示す

ように，術翌日の血腫腔体積（p=0.043），術 1 週

間後の残存血腫量（p=0.0003），術 1 週間後の血腫

腔体積（p=0.0001），術 1 週間後の血腫吸収値で

あった。その他の所見は Table 2 に示すように，

血腫の左右，術前の四肢の麻痺の程度，ドレナー

ジチューブ排液量に関しては明らかな有意差はみ

られなかった。ドレナージチューブは全て術翌日

に抜去していた。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

両側同時手術症例であり，患者背景は同一であ

る。つまり，年齢，性別，既往歴，内服歴，術前

神経外傷 Vol.41 2018

Table 2 Clinical findings of recurrent hematoma and non–recurrent hematoma

Factor
Recurrent
hematoma
(N=23)

Non-recurrent
hematoma
(N=23)

p–value

Pre–operative

hematoma side
right 10 13

0.38 (χ2–test)
left 13 10

upper MMT

5 14 15

0.87 (χ2–test)
4 7 5

3 1 1

2 1 2

lower MMT

5 12 11

0.94 (χ2–test)
4 8 8

3 2 2

2 1 2

Post–operative drainage amount Mean ± SD (ml) 147.0 ± 108.3 143.8 ± 92.8 0.92 (t–test)

MMT: manual muscle test
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の activity of daily living （ADL），意識レベル，入

院期間，術後の安静期間，術後の内服は全て同一

である。同時手術を行っており，手術方法や洗浄

液も同一である。比較対象となる項目は，術前に

関しては，血腫量，血腫吸収値，血腫の左右，四

肢の麻痺の程度，術後に関しては，残存血腫量，

血腫吸収値，残存空気量，血腫腔体積，ドレナー

ジチューブ留置期間，ドレナージチューブ排液量

である。今回の症例では，ドレナージチューブは

全て翌日抜去していた。再発血腫は術翌日の血腫

腔体積が大きいこと，術 1 週間後の残存血腫量が

多いこと，術 1 週間後の血腫腔体積が大きいこと，

術 1 週間後の血腫吸収値で low density が少ないこ

とであった。つまり，再発血腫は術翌日の時点で

脳の戻りが悪く，術 1 週間後には血腫の増大傾向

と吸収値の上昇が始まっていると考えられた。患

者背景および手術方法は同一であり，CT では判断

できない血腫自体に再発の要因がある可能性が考

えられる。これまでの報告でも，同一患者で時期

が異なる血腫に関して，再発と非再発を比較した

検討でも，術 1 週間後の残存血腫量が多いことは

再発の危険因子であった 15）。また，術前の血腫量

が多いことも再発の危険因子であったが，今回の

検討では術前の血腫量に有意差はみられなかった。

したがって，術前の血腫量が多くても，術中から

術後にかけての介入で再発を防止することが可能

と考えられる。再発防止には，① 手術および術翌

日までに血腫を可能な限り除去すること。② 術後

1 週間以内に血腫の増大および血腫吸収値の上昇

を抑制することが必要である。手術および術後の

ドレナージで血腫を可能な限り除去することで術

翌日の脳の戻りを良好にして，術 1 週間以内に追

加の治療介入を検討する必要がある。特に，術翌

日の頭部 CT で脳の戻りが悪い症例には介入が必

要である。術後の治療介入としては，五苓散は慢

性硬膜下血腫の対する薬理学的合理性が報告され

ている 3）。五苓散やトラネキサム酸の術後の内服

介入で再発防止を検討した報告もある 16）。今後

は，術後早期に五苓散やトラネキサム酸の投与で

再発を防止可能か検討する必要がある。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

両側慢性硬膜下血腫で両側同時手術を行った症

例で片側のみ再発した症例を対象に，再発血腫と

非再発血腫の比較検討を行った。再発危険因子と

して，術翌日の脳の戻りが悪いこと，術 1 週間後

に残存血腫量が多いこと，術 1 週間後に脳の戻り

がわるいこと，術 1 週間後の血腫の吸収値の上昇

がみられることが考えられた。慢性硬膜下血腫の

再発予防には，手術および術後のドレナージで可

能な限り血腫を除去して，術翌日の脳の戻りを良

好にし，術後 1 週間以内に血腫増大と血腫吸収値

の上昇に対する対策が必要である。特に術翌日の

頭部 CT で脳の戻りが悪い症例で介入が必要であ

る。

本研究は当院の倫理員会の承認を得て行っており，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 ─

強直性脊椎炎は，骨周囲の靭帯や関節包に炎症

が現れ，徐々に繊維性および骨性の強直を引き起

こす。強直性脊椎炎の臨床症状は，3 ヵ月以上持

続する腰痛やこわばり，脊椎の可動域制限と胸郭

の拡張制限が挙げられる。画像所見として，仙腸

関節変化や胸腰椎移行部に始まる靭帯化骨と腰椎

と下部胸椎の方形化（bamboo spine）が特徴的で

ある 2）。

日本人の有病率は 0.0065〜0.04％と報告されて

おり，10〜35 歳の男性に多い 5）。強直性脊椎炎患

者の 15〜20％に家族歴が認められ，80〜95％で

HLA–B27 遺伝子が陽性である。しかし HLA–B27
陽性のすべての人が強直性脊椎炎を呈するわけで

はない。

強直性脊椎炎は骨脆弱性を伴い，軽微な外力で

骨折を起こしやすい。そのため神経症状を増悪さ

せる合併症を引き起こしやすく，外傷時には注意

が必要である。今回我々は交通外傷に伴う強直性

脊椎炎患者の多発性脊椎骨折例に対し治療を行い，

良好な転帰を得たので報告する。

症例報告
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Ankylosing spondylitis (AS) is an inflammatory
disease that can cause some of vertebrae to fuse
together.  This fusing makes the spine less flexible
and pain in lower back and hips.  AS has a thinning
of a bone and weakened vertebrae, which occur
vertebral fractures.  Here we present a case of AS in
multiple vertebral fractures by traffic accident.
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Ⅱ─────────────── 症　　例 ─

54 歳，男性。強直性脊椎炎の既往があり，腰痛

に対し非ステロイド性抗炎症薬を内服していた。

高速道路をトラックで走行中，前方のトラックに

衝突し受傷した。座席とハンドルに頚胸部が挟ま

れ，下腿もキャビネットに挟まれた状態から救出

された。前医にて頚椎および腰椎骨折，胸骨骨折，

肋骨骨折，両足部骨折の所見を認めた。用手的に

正中中間位にて硬性頚椎カラー装着後，脊椎ボー

ドに固定され，治療目的に Dr.ヘリにて当院に搬送

となった。

初診時，意識レベルは GCSE4V5M6 であり，四

肢の運動感覚障害はなく，体動にて増悪する後頚

部から腰背部にいたる疼痛を認めた。全身 CT 施

行し，C6 椎弓分離骨折および C7 の椎体骨折と

（Fig.1–A, B, C），伸展損傷に伴う L1/2 椎体間の前

方開大を認めた（Fig.1–D）。レントゲンでは脊椎

椎体全周性に靭帯化骨，方形化を認め，bamboo
spine の像を呈していた。MRI では頚椎椎体前面

に血腫を認めたが，頚髄と胸腰髄に明らかな損傷

や圧迫病変は認めなかった。

入院当日に胸腰椎の後方除圧固定術（T11−L3）
および頚椎のハローベスト装着を行った（Fig.2–

A）。胸骨骨折，肋骨骨折と両足部骨折に対して

は，負荷がかからないように十分注意した。術中，

棘突起から椎体に至る骨折線から静脈性出血を認

めたが，後方固定後に徐々におさまった。入院 29
日目には，腰椎の前方固定（L1−2）を行った

（Fig.2–B）。L1/2 椎体間の骨片と椎間板を掻爬し，

炎症性組織を摘出後，ケージを挿入留置した。

神経外傷 Vol.41 2018

Fig.1 Cervical and thoracolumbar spinal fractures in patients with ankylosing
spondylitis.
(A–C) Sagittal and axial views of cervical CT images present C6 laminar fracture
and C7 vertebral fracture.  (D) Sagittal view of thoracolumbar CT image shows
L1/2 flexion injury.

Fig.2 Postoperative roentgenogram of thoracolumbar
fracture.
(A) Posterior decompression and posterolateral fixation
was performed at the first day in hospital.  (B) Anterior
fixation was performed at the 29th day in hospital.
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入院 7 日目に頚椎後方除圧固定術（C5−T1）を

施行した（Fig.3–A, B, C, D, E）。浮遊していた C6
椎弓は切除した。C7 椎体は椎体前縁から左椎弓根

にかけて横断性に骨折していたため，左 C7 椎弓

根を除いた C5 から T1 までの椎弓根スクリューを

挿入した。入院 21 日目に頚椎前方除圧固定術

（C6−T1）を行った（Fig.3–F）。C7 椎体の椎体切除

を行い，ケージを挿入留置した。

術後神経障害の出現なく全身状態良好で，リハ

ビリテーション病院に転院した。術後 2 年外来に

てフォローしているが，新たな骨折や神経症状の

出現は認めず，レントゲンでは良好な骨癒合を認

めている（Fig.4）。

Ⅲ─────────────── 考　　察 ─

強直性脊椎炎は慢性炎症反応による骨塩量の低

下や骨粗鬆症，びまん性の萎縮変化により骨折を

起こしやすい 8,9,14）。50 歳以上の正常男性の全身カ

ルシウム低下は 0.7％／年であるが，強直性脊椎炎

の男性では，5.3％／年の全身カルシウム低下とな

り，2.9％／年の骨量低下を認める 13）。

強直性脊椎炎患者の 4〜18％が脊椎骨折を認め，

年間発生率は 1.3％に及ぶ 3,12）。これは健常人の 4

倍の脊椎骨折のリスクとなる 4）。脊椎骨折の分布

は，78％が頚椎，12％が胸椎，9％が腰椎で，仙

椎が 1％である 14）。また脊椎骨折の 8％に，多発

骨折が認められる 1）。

強直性脊椎炎の脊椎骨折は，時に重篤な神経学

的合併症を引き起こす 6,11）。しばしば不安定性を

有しており，ハローベストを用いた保存的加療の

みでは，骨癒合不良や神経学的症状の増悪を認め

る 11,16）。不安定性が高い脊椎骨折であることが多

く，発症当初は神経学的に異常を認めていない場

神経外傷 Vol.41 2018

Fig.3 Postoperative images of cervical fracture.
(A) Lateral roentgenogram present posterior decompression and fixation.  (B–E) Axial views of
cervical CT images present pedicle screws at C5–T1.  (F) Lateral roentgenogram shows anterior
decompression and fixation at C6–T1.

Fig.4 Two years postoperative images.
(A) Lateral cervical roentgenogram shows good fusion.
(B) Lateral thoracolumbar roentgenogram shows good
fusion.
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合でも，脊椎骨折への適切な保護がなされずに移

乗されたり，処置を受けたりすることで，医原性

に神経学的悪化を引き起こすことがある 15）。その

ため適切な位置での外固定が患者搬送には求めら

れる。早期の手術加療により，アライメントの矯

正，安定性による早期離床，肺機能の低下予防等

の効果が期待できる 6）。

本症例では，頚椎と胸腰椎に脊椎骨折を認めて

いたが，明らかな脊髄損傷は認めなかった。運動

麻痺等の重篤な神経症状はなく，骨折による堪え

難い疼痛を訴えていた。骨折は横断性に生じてお

り，脊椎の前方，中間，後方要素の全てが破綻し

ており，治療には新たな神経症状をだすことがな

いよう，搬送時から慎重さと注意が必要とされた。

強直性脊椎炎の脊椎骨折では，バイオメカニク

ス，骨粗鬆症，不安定性と高い神経損傷のリスク

という観点から，外科治療が適応となることが多

い 7,17）。しかし，上中位胸椎では，肋骨と胸骨の

支持が保たれている場合，外固定にて神経症状の

悪化なく治療が行えた報告もある 10）。

強直性脊椎炎の脊椎骨折での外科治療の目的は，

神経症状の悪化を防ぎ，不安定な脊椎アライメン

トを再構築し，硬膜外血腫があればこれを除去す

ることにある。急性期に外科治療を行った場合，

59％の患者で神経症状の悪化はなく，29％の患者

が経過中に神経症状の改善を認めている 14）。

手術アプローチは主に前方と後方とあるが，前

方のみよりも後方または，前方＋後方アプローチ

の方が効果的という見解がある。強直性脊椎炎の

脊椎骨折では，脊椎の前方，中間，後方要素が破

綻していることが多く，また骨量が低く，長く固

い応力がインストルメントにかかることから，前

方固定のみではスクリューの緩みや脱転が生じや

すい。また，強直性脊椎炎では骨脆弱性が潜在的

に存在することから，損傷部位より上下 3 椎体高

位までの後方からの多椎間固定が選択されること

が多い。しかし前方支持要素に間隙が存在するよ

うな場合や，後弯矯正が困難な場合には，後方固

定のみでは過度な力がインストルメントに働く可

能性があるため，前方＋後方固定が検討される。

本症例では C7 椎体は椎体前縁から左椎弓根に

かけて横断性に骨折し，L1/2 椎体間では伸展損傷

に伴う前方開大を認めた。C7 椎体と L1 椎体のど

ちらも椎体前方に間隙が存在し，後方固定のみで

は不安定な脊椎アライメントの再構築を得るのは

難しいと判断し，前方＋後方固定を行っている。

Ⅳ─────────────── おわりに ─

強直性脊椎炎患者における多発性脊椎骨折の 1
例を経験した。搬送時の適切な患者固定と，早期

から除圧固定術を行ったことにより，神経症状増

悪なく良好な経過が得られた。

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。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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Traffic accidents are the cause of traumatic brain
injuries in 83% of children.  Sometimes, patients and
their families have to live with a feeling of incon -
venience due to the after–effects.  Therefore, medical
institutional support must be provided from the acute
phase until after discharge.  We performed rehabilita-
tion from the acute phase to restoration in an 8–year–
old boy with severe head injury caused by a traffic
accident.  During hospitalization, in addition to motor
paralysis, aphasia, attention deficit, visual disapproval,
and visual spatial cognitive impairment were observed.
The symptoms improved by evaluation and training
and higher brain function was observed on develop-
mental examination.  However, after discharge, we
needed additional advice and guidance in school
because problems such as forgetting to take things to
school and increase in mistakes during tests were
observed.  These problems were solved and the reha-
bilitation ended 6 months after injury.  The notable
characteristic of this case is that the physical and brain
function returned to the mean normal range about 1
month after injury and further improvement was seen
after cranioplasty.  Therefore, data on the physical and
cerebral  function of children with severe head injury
after cranioplasty are useful for returning to the pre–
injury functional levels and leading normal school
life.  Moreover, very few higher brain function tests
are available for children; therefore, it is important to
evaluate brain function through observation and inter-
view. In conclusion, we should conduct developmental
examination and practice in a simulated school class-
room while the patient is in the hospital as well as
evaluate and consider academic aspects while provid -
ing treatment from hospitalization to outpatient care
in such cases.

小児重症外傷性脳損傷における高次脳機能障害に対する
リハビリテーションの経験
Rehabilitation for higher brain dysfunction in children with severe head injury:
case report
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

頭部外傷データバンクによる小児頭部外傷の分

析によると，受傷原因は交通事故によるものが

83％と圧倒的に多く，そのうち自転車による事故

が半数を占めていた 8）。また，警視庁によると平

成 29 年度の調査では，15 歳以下の交通事故の

64.6％が小学生と半数以上を占め，そのうち

58.3％は自転車乗車中の事故であり 2），本邦では

13 歳未満のヘルメット着用が努力義務化されてい

る。

小児の頭部外傷は救命しえた場合でも，神経学

的後遺症がある場合，本人や家族が不自由さを感

じながら家庭や学校での生活を強いられることに

なる。よって，交通事故による小児頭部外傷の急

性期から退院後の生活や就学に対する医療機関の

サポートは重要である。

当院は平成 28 年 3 月 1 日に埼玉県より小児救

急救命センターの指定を受け，重症頭部外傷児の

急性期病態に対応している。また，一般病棟およ

び外来でのリハビリテーション（以下，リハ）も実

施し，早期に社会復帰ができるよう地域の基幹病

院として尽力している。

今回，交通事故により重症頭部外傷となった小

児に対し急性期から復学後までリハを実施した。

発達検査を利用した高次脳機能評価と練習，およ

び入院中から外来まで学業面に対する評価と指導

を行ったことが元の生活に戻るために有効であっ

たためここに報告する。尚，報告に際し，ご家族

およびご本人には書面にて説明し同意を得ている。

Ⅱ─────────────── 症　　例 ─

患　者：8 歳，男児

現病歴：自転車乗車中に T 字路から優先道路に

飛び出して車と接触し，3〜4 m 飛ばされ腹臥位で

倒れていた。ドクターヘリにより当院緊急搬送と

なった。フライト Dr. 接触時意識レベルは GCS で

E1V2M4 であった。頭部 CT にて左急性硬膜下血

腫，ミッドラインシフトを認め，左急性硬膜下血

腫に対して開頭血腫除去術および開頭減圧術を施

行した（Fig.1）。手術直後の ICP は 8 mmHg であ

り，二次的な頭蓋内のイベントを予防するため，

頭位拳上 30 度，頭部正中固定，エスラックス・

フェンタニル・ミダゾラムの持続投与による

Richmond Agitation Sedation Scale で −4 の深鎮

静・鎮痛，pCO2 33〜35 mmHg 維持，高浸透圧利

尿剤投与，体温管理システム Arctic Sun を使用し

37.0℃以下で平温管理を行った。ICP は 20 mmHg
以下を絶対目標とし，急性期は範囲内で経過した。

9 病日に鎮静管理を終了し，気管内チューブが抜

管され，意識レベルは E2–3V2M4–5 であった。そ

の後意識障害は遷延せず，徐々に改善した。11 病

日頭部 MRI 検査を実施（Fig.2）。29 病日，頭蓋形

成術を施行した（Fig.3）。

リハ治療経過：4 病日に理学療法（以下，PT），
15 病日に作業療法（以下，OT），言語聴覚療法（以

下，ST）を開始した。リハ治療経過を Fig.4，握力，

ADL，高次脳機能の経過を Table 1 にまとめた。4
病日 PT 開始時，人工呼吸器管理および鎮静下で

ベッド上安静の指示であったため，関節可動域維

持および呼吸器合併症予防を目的に練習を実施し

た。15 病日 OT および ST 開始時，意識レベルは

GCS で E4V1M6 であった。重度の運動性失語があ

り，簡単な指示理解は可能だが音声言語は無く，
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Fig.1 Left: First–day preoperative computed tomo graphy
(CT) scan showings a left acute subdural hematoma.
Right: CT after craniotomy hematoma removal surgery
and craniotomy decompression surgery.
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Fig.2 Magnetic resonance imaging at 11 days after injury.  There is a
slight subdural hematoma at the from to the left parietal region and the
occipital region on both sides.  Similarly, the cerebellum and the left
temporal lobe have a slight subdural hematoma.  There is an abnormal
signal under the cortex or the cortex of the bilateral frontal lobe.  Slight
brain contusion is suspected in the right frontal lobe.

DWI DWI T1

T1 SWI T2

Fig.3 Computed tomogra-
phy after cranio plasty.

Fig.4 We prevented respiratory complications and joint contracture during sedation.  On starting to leave the bed,
the patient still had consciousness disturbance and speech difficulties ; therefore, we performed exercise therapy
and evaluated brain function through observation.  Within 1 month after injury, consciousness disturbance
improved and conversation became possible; therefore, we performed the higher brain function test.  Re–evaluation
was performed immediately after cranioplasty, 3 months after injury, and 6 months after injury.
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頷きでの応答や指さしで訴えることが時々みられ

た。右上下肢に運動麻痺があり，Brunnstrom
Recovery Stage は上肢 Ⅱ，手指 Ⅱ，下肢 Ⅴ であっ

た。高次脳機能障害の精査は困難であったが，座

位や立位練習中に急に動き出すことや，周囲に注

意が移り易い様子がみられ，注意障害が疑われた。

ADL は全介助であり，起居動作や座位保持にも介

助が必要な状態であった。嚥下機能は，Modified
Water Swallowing Test は 3b であった。OT では

意識レベルと上肢機能の改善を目標に練習を行い，

意識レベルの改善に合わせて高次脳機能障害の精

査，ADL や学業に関する評価および練習を行う方

針とした。ST では重度の運動性失語を認めたた

め，意思伝達手段の確保，経口摂取の安定を目標

とし練習を開始した。また週に一度主治医とリハ

スタッフでカンファレンスを行った。主治医から

は離床許可後は積極的な運動療法と高次脳機能評

価や練習を行い，転倒や痙攣の出現に注意するよ

う指示があった。また復学時期や復学方法につい

ての議論をした。そして，状態で気になることが

あれば適宜主治医に相談した。

18 病日にはスーパーボールを掴んで箱に入れ

る，机の上のカードをめくる，タオルで机を拭く

といった活動ができるようになり，母による介助

で 200 m 歩行することも可能となった。19 病日に

食事は 3 食経口摂取が可能となった。22 病日には

発語可能となったが，本人から見え方に異常があ

るとの訴えがあった。絵や字が歪んでしまう，物

に手を伸ばす際にずれてしまい掴めない，病院内

で何回も通る道を間違えるといった様子がみられ

た。これらの症状から，視覚失認や視空間認知障

害を疑った。しかし，8 歳ではこれらを評価でき

る標準化された高次脳機能検査が無いため，視知

覚の発達を評価できるフロスティッグ視知覚発達

検査で代用することにした。その結果，目的の図

形を見つけ出しなぞることや図形の模写が困難で

あり，知覚指数は 40 と視覚認知に異常を認めた

（Fig.5）。そのため，模写課題やパズル課題，道順

記憶課題等の視覚認知に対する練習を追加した。

28 病日には字形が整い始めたが，図形模写は歪ん

でいた。29 病日頭蓋形成術を施行し，32 病日に

リハを再開した。35 病日にフロスティッグ視知覚
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Table 1 Grip strength, ADL, and higher brain function

初回 受傷後 22 日 受傷後 35 日
頭蓋形成後 受傷後 3 ヵ月 受傷後 6 ヵ月

握力右（kg） 8.3 13 15.9

握力左（kg） 12.1 14 16.5

Barthel Index （点） 0 55 100 100 100

フロスティッグ知覚指数 40 90

WISC–IV全検査 IQ 91 100 111

WISC–IV言語理解 101 111 125

WISC–IV知覚推理 85 93 95

WISC–IVワーキングメモリ 97 91 112

WISC-IV処理速度 88 99 96

The blank space indicates an unexecuted inspection item.
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発達検査を再評価した結果，目的の図形をなぞる

ことや図形模写ができるようになり，知覚指数は

90 に改善した。また，道に迷うことも無くなり，

病院内の ADL は自立した。その後は自宅退院およ

び復学に向け，学校の授業形式での評価，練習を

開始した。主にセラピストが患者の前で板書を行

い，それを書き取る練習やドリル課題を実施した。

この時は問題を最後まで読まずに課題を始めるこ

とや，問題を解く速度が遅く，全般性注意障害が

疑われた。注意機能に負荷を掛け改善する目的に，

不規則に並んだ数字を順番選択し，素早く繋ぐ課

題を追加した。右上肢は筋力や巧緻性が不十分で

あり，巧緻動作練習および筋力トレーニングを継

続して行った。39 病日には失語症は完全に回復

し，47 病日に自宅退院した。しかし，上肢機能障

害および高次脳機能障害による生活や学業への影

響が懸念されたため，外来では OT のみ継続した。

退院時に家庭と学校での様子を把握するため，家

庭用の日常生活状況報告書および平成 12・13 年度

神奈川県学習障害（LD）児に対する指導体制の充

実事業により考案された学校教員用の気づきシー

ト 4）を家族に渡した。57 病日外来 OT 時，身体機

能は正常となり，受傷 3 ヵ月後の WISC–Ⅳ は全

検査 IQ 100，言語理解 111，知覚推理 93，ワーキ

ングメモリ 91，処理速度 99 であり平均の範囲内

となっていた。家庭用の日常生活状況報告書では

受傷前と著変なく，感情失禁や対人関係等の問題

はみられなかった。一方，学校教員用の気づき

シートでは忘れ物が増えているとの報告があった。

また，学校のテストを確認すると，間違いが増加

していた。そのため，本人および母親に余裕を

もって前日に忘れ物が無いかチェックすること，
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On day 22, the figures drawn by the patient were distorted.  Left : The patient could not trace the
intended picture.  Right: The patient could not draw a picture and the line was distorted.

On day 35, the patient was able to draw the figures correctly.  Left : The patient could trace the target
picture.  Right: The patient could draw a picture and the line was not distorted.

Fig.5 Patient’s brain function assessed by drawing abilities.
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テストは見直しをすること，間違えた部分の復習

を行い覚え直せるか確認することを指導した。受

傷後約 4 ヵ月時点でテスト終了後に見直しを行う

習慣ができており，間違えた部分は復習し覚え直

すことで，満点が取れるようになっていた。また，

忘れ物をすることは無くなっていた。6 ヵ月後に

は学校生活上問題が無くなったため，外来 OT を

終了した。

Ⅲ─────────────── 考　　察 ─

今回，急性期から復学後まで重症頭部外傷の 8
歳男児に対しリハを行った。入院中に ADL は自立

し，高次脳機能は検査上正常域となった。しかし

退院後の学校生活では，忘れ物やテストの間違い

増加等の問題があり，外来リハにて助言や指導を

行った。その後問題は無くなり，発症から 6 ヵ月

でリハを終了することができた。

三木らは小児重症頭部外傷の転帰不良に影響す

る単独因子として，初診時 GCS score，初診時瞳

孔異常，血糖値 200 mg/dl 以上，injury severity
score （以下，ISS）が 9 点以上の多臓器損傷の併発，

diffuse injury Ⅲ，急性硬膜下血腫，くも膜下出血

を挙げている 6）。本症例では，初診時 GCS score，
急性硬膜下血腫以外に先行研究で挙げられていた

因子はみられなかった。また，外傷性脳損傷の急

性期治療においては確実な初期治療，必要に応じ

た迅速な手術，二次性脳損傷の進行の防止のため

に頭蓋内圧モニターや低体温療法などを用いた厳

密な ICU 管理，リハを含めた頭部外傷後遺症に対

する治療を，呼吸器合併症を予防しながら行うこ

とが重要と言われている 7）。本症例もこの治療過

程に準じており，転帰不良因子の少なさに加えて

呼吸器合併症を予防できたことも予後良好であっ

た要因の一つと考えられる。

先行研究では頭部外傷児は受傷後 4 ヵ月で急激

に改善する群が認められたが，受傷 2 年後で記憶

障害が全症例に残存し，学習面の問題が認められ

たとの報告がある 5）。これと比較し本症例では受

傷後約 1 ヵ月で急激に回復し，頭蓋形成術後は検

査上概ね正常範囲となっていた。Honeybul は脳の

浮腫が治まるにつれて，骨片が無く頭皮の下に脳

がひずむために起こり得る神経学的機能不全を指

摘している 1）。本症例においても頭蓋形成術後に

それまでみられていた症状が多く改善したことか

ら，同様の神経学的機能不全があった可能性があ

る。そのため高次脳機能障害に対する評価介入は

受傷 1 ヵ月以内で頭蓋形成術前には必ず開始し，

更に頭蓋形成術直後に再評価を行うことが重要で

ある。頭蓋形成術後も高次脳機能障害が明らかに

残存している場合は今後も継続し，復学に大きく

影響することも考えられるため注意が必要である。

よって「頭蓋形成術前後の身体機能および高次脳

機能の評価」は重症頭部外傷児が元の生活に戻る

時期や方法を検討するための重要な情報となり得

る。

先行研究では頭部外傷児において歩行が実用化

し IQ が正常域になった場合も，高次脳機能障害が

復学に影響することが指摘されている 5）。本症例

でも軽微ではあったが，同様の結果であり，忘れ

物やテストの間違いといった注意障害の影響と考

えられる症状を認めた。Königs らは軽度から重度

の頭部外傷児の注意障害は，日常生活の問題に関

連すると報告している 3）。加えて，現在は小児に

対する注意障害に特化した評価バッテリーが無い

ため，注意障害が日常生活や学業で問題になって

いないか観察や聞き取りを行い，外来フォローす

る必要性は高い。

現在，小児の高次脳機能検査は限られ，観察や

聞き取りからの評価の比重が大きい。そのような

状況でも，本症例では WISC–Ⅳ とフロスティッグ

視知覚発達検査を用いることで数値化し経過を追

うことができた。また，学校形式の練習を行い，

注意障害の影響を入院中に予測し，注意障害に対

する練習を追加することができた。よって学校生

活で起こり得る問題点を可能な限り予測し，対処

することは重要である。

神経外傷 Vol.41 2018
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Popernack らは急性期から病前の学業に関する

情報収集を教育者から行うことは，頭部外傷児に

対する適切なサポートに役立つと述べている 9）。

今回は退院時であったが，学校と家庭に対し起こ

り得る問題をまとめた日常生活状況報告書や学校

教員用の気づきシート等のアンケートを利用し，

受傷前後の様子の違いに関する情報を収集するこ

とで，入院中に予測できなかった問題を網羅する

ことが可能であった。よって医療と学校そして家

庭が協力し，実場面での情報収集をすることによ

り，頭部外傷児の生活課題を解決していくことが

重要である。

Ⅳ─────────────── おわりに ─

今回，急性期から復学後まで重症頭部外傷の 8
歳男児に対しリハを行った。発達検査を利用した

高次脳機能評価と練習，および入院中から外来ま

で学業面に対する評価と指導を行うことは元の生

活に戻るために重要である。

本論文の要旨は第 41 回日本脳神経外傷学会（2018 年 2 月
23 日，東京）にて発表した。

著者全員は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 ─

占拠性病変を有する重症頭部外傷に対して，減

圧術は有効な治療法であることが知られている。

当院では 2012 年に高度救命救急センターが発足

し，様々な重症例を受け入れている。本演題では

2012〜2016 年までの 5 年間に救急搬送され開頭血

腫除去術を受けた頭部外傷症例についてまとめ，

予後良好群の特徴を検討する。

Ⅱ─────────────── 方　　法 ─

当院における 5 年間の該当症例について，年齢・

性別・手術側，外傷の種類・病変の種類，搬送時お

よび術直前の意識レベル，全身合併症，抗血小板

剤・抗凝固剤の内服，発症から病院到着・病院到着

から CT 撮影・病院到着から手術までの時間，手術

時間・術中出血量，予後を検討し評価した。統計学

的評価にはχ2 検定と Mann–Whitney の U テスト

を用いた。

Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

救急搬送後，開頭血腫除去術を要した症例は 26
例あり，年齢は中央値 65 歳（18〜92 歳），男／女：

14／12 例であった。外傷の種類としては，高エネ

ルギー外傷 16 例（年齢中央値：54 歳（18〜83
歳）），非高エネルギー外傷 10 例（年齢中央値：76.5
歳（20〜92 歳））であり，有意に高エネルギー外傷

症例の方が若年であった。また，高エネルギー外傷

16 例のうち 1 例が透析患者あるいは抗凝固・抗血

小板剤内服中であったのに対し，非高エネルギー外

傷 10 例のうち 7 例が該当し，この点も有意な非高

エネルギー外傷の特徴と考えられた。主病変は急性
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硬膜下血腫 21 例，急性硬膜外血腫 4 例，脳内血腫

1 例であり，開頭側は左右それぞれ 12 例ずつ，両

側 1 例，後頭下開頭 1 例であった。搬送時意識レ

ベル／術直前意識レベルは JCS I が 7／2 例，II が 3／

5 例，III が 16／19 例であった（Fig.1–A）。受傷後

ただちに当院へ救急搬送された 22 例では受傷から

病院到着まで平均 62 分（23〜120 分）であった。

到着から初回 CT が撮影されるまでの時間は平均

神経外傷 Vol.41 2018

Fig.1
A: LOC on arrival and before surgery is shown.
B: Duration between injury and arrival, between arrival and initial CT, and
between CT and surgery is shown.

Table 1 Characteristics of good / poor prognosis groups

good prognosis
（GR・MD)

poor prognosis
（SD・VS・D）

# of cases 10 cases 16 cases

age （median） 50.5（20〜81） 71.5（18〜92） （p=0.08）

sex （M：F） 5：5 9：7 （p=0.76）

lesion side （R：L） 3：7 9：6（bil.：1） （p=0.14）

types of trauma （high energy.：non） 7：3 9：7 （p=0.48）

AEDH 4 cases 0 case （p=0.006）

LOC before surgery （I or II：III） 6：4 1：15 （p=0.003）

HD ⁄ anti–coagulant ⁄ anti–platelet 2 cases 6 cases （p=0.35）

injury–arrival 43 ± 4 min 76 ± 24 min （p=0.29）

arrival–surgery 221 ± 49 min 132 ± 22 min （p=0.08）

injury–surgery 265 ± 49 min 209 ± 21 min （p=0.11）

surgical time 164 ± 11 min 154 ± 14 min （p=0.57）

blood loss 1333 ± 462 ml 893 ± 240 ml （p=0.37）

AEDH cases and cases with better LOC before surgery (JCS: I or II) were significantly
more in good prognosis group than in poor prognosis group.  Data are shown as
mean ± standard error.
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34 分（12〜75 分）であり，到着から執刀開始まで

の時間は平均 172 分（45〜 480 分）であった

（Fig.1–B）。平均手術時間 154 分（65〜258 分），平

均出血量 1,095 ml（100〜4,700 ml）であった。退

院時あるいは 3 ヵ月後の Glasgow Outcome Scale
（GOS）は GR 7，MD 3，SD 4，VS 9，D 3 例で

あった。3 カ月以上フォローできている症例は半数

の 13 例のみであった。GR・MD の 10 例と SD・
VS・D の 16 例を比較し，特徴を示す（Table 1）。

有意差が得られた項目は，予後良好群において，主

病変が急性硬膜外血腫であること（4 例 vs. 0 例）

と，術前意識レベルが JCS I あるいは II であること

（6 例 vs. 1 例）のみであった。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

本シリーズでは，減圧までの時間が予後に関与

する因子とは示されなかった。搬送後，緊急で手

術を要する状態ではなかった症例のうち，少しず

つ悪化し画像フォロー後，待機的に手術治療を受

けた症例の予後が比較的良好であることと関係が

あるかもしれない。一方，イギリスの最近の報告

では，1994〜2013 年，20 年間の開頭術を要した

急性硬膜下血腫 2,498 例の解析により，20 年間で

救命率が 59％から 73％まで改善したこと，およ

び，最近の手術・術前意識レベル・Injury Severity
Score・年齢・対光反射の有無が予後に関与する因

子として示された一方で，受傷から手術までの時

間は予後と無関係であった 1）。本邦からの最近の

多施設共同研究でも，開頭を要する急性硬膜下血

腫 1,391 例の解析で，305 例の救急処置室における

trepanation 施行例の救命率が非施行例より低いこ

とが示された 2）。頭部外傷症例において，除去すべ

き頭蓋内血腫があれば早急に除去すべきと誰しも

思うが，症例ごとに経過や背景が異なることから，

様々なバイアスが存在し，このような結果が得ら

れたと考えられる。一方で，手術までの時間は予

後と有意に関係しないというデータが存在しても，

我々は，目の前に緊急で減圧を要する患者がいれ

ば，状況を整えて，1 分 1 秒でも早く減圧開頭術を

行い続けるし，行うべきだと考えている。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

5 年間の，救急搬送され開頭血腫除去術を受け

た頭部外傷症例を振り返ると，年齢や手術までの

時間ではなく，硬膜外血腫症例であること，およ

び術前意識状態が比較的良いことが予後良好群の

特徴であった。一方，フォローできていない症例

が半数も存在し，予想以上に多く，頭部外傷症例

に対する支援の在り方を考える上でも救急科と連

動してフォローの体制を整え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。

文 献
1) Fountain DM, et al : Survival trends after surgery for

acute subdural hematoma in adults over a 20–year period.
Ann Surg 265: 590–596, 2017.

2) Shibahashi K, et al : Emergency trepanation as an initial
treatment for acute subrachnoidal hemorrhage: A
multicenter retrospective cohort study.  World Neurosurg
106: 185–192, 2017.

                                                            ■ 安原 隆雄
                                        （岡山大学大学院脳神経外科）
                             〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町 2-5-1
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会　　　　期 ： 2019 年 3 月 8 日（金），9 日（土）

会　　　　長 ： 甲村  英二 （神戸大学大学院医学研究科脳神経外科）

会　　　　場 ： 淡路夢舞台国際会議場 （淡路夢舞台国際会議場）

テ 　 ー 　 マ ： 脳神経外傷の病態と治療アップデート

ホームページ ： http://neurotrauma42.umin.ne.jp/

演題募集期間 ： 10 月 15 日（月） 〜 11 月 15 日（木）

主 催 事 務 局 ： 神戸大学大学院医学研究科脳神経外科
事務局長 ： 甲田  将章
〒650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町 7 丁目 5-2

運 営 準 備 室 ： 株式会社ドゥ・コンベンション
〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町 2-23

アクセスお茶の水ビル 5F
TEL: 03-5289-7717 FAX: 03-5289-8117
E-mail : ntrauma42-office@umin.ac.jp

会　長　挨　拶

このたび，第 42 回日本脳神経外傷学会を 2019 年 3 月 8 日（金），9 日（土）の 2 日間，兵
庫県立淡路夢舞台国際会議場において開催させていただく運びとなりました。歴史的に
神経外傷手術は，脳神経外科手術の中でも基本的なものであり，脳神経外科学のなかで
重要な分野を占めています。日本神経外傷学会は，1968 年に神経外傷の病態解明，予防，
治療のために設立された脳・神経外傷研究会に端を発し，日本神経外傷研究会を経て 2010
年に一般社団法人となっています。年次集会も数を重ね，この第 42 回学術集会を担当さ
せていただくことは，神戸大学脳神経外科にとって誠に光栄なことです。

本会の主題は，「脳神経外傷の病態と治療アップデート」 としております。ちょうど
2019 年は，重症頭部外傷治療・管理のガイドライン改訂第 4 版発刊の年であり，また頭
部外傷データバンクプロジェクト 2015 の解析結果もまとまることになっています。そこ

第 42 回 日本脳神経外傷学会
開催のご案内
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日本脳神経外傷学会名誉会員　故平川公義先生（東京医科歯科大学名誉教授）の

御遺族の寄付を基に日本脳神経外傷学会平川賞が設立され，神経外傷に関する発

表論文の中から優秀な論文に対して毎年授与されることとなっております。

多数の応募を期待いたします。

選考委員会
〈 選考規定 〉

平成 30 年度　平川賞について

１）選考対象： 2017 年１月１日〜2017 年 12 月 31 日までに掲載された神経外
傷に関する論文。英文，邦文を問わない。

２）応募資格： 日本脳神経外傷学会会員。年齢の制限はない。

３）応募方法： ａ）論文別冊５部

ｂ）履歴書（研究歴）

ｃ）研究指導者または理事の推薦状（本人が理事の場合は不要）

４）応 募 先： 〒162-0052  東京都新宿区戸山 1-1-5  エールプラザ戸山台 105
日本脳神経外傷学会事務局代行　株式会社マイライフ社
（書留またはレターパックで郵送，

封筒には「平川賞応募書類」と表記する）

５）締　　切： 2018 年 12 月 15 日

６）賞　　　： 賞状と副賞 30 万円　1 名

７）受賞者の発表： 第 42 回日本脳神経外傷学会開催時

※ 応募書類は返却いたしませんので，予めご了承願います

※ 詳細は本学会ホームページをご参照ください

で，この 2 つについて概略をつかんでいただけるように特別企画を予定します。神経外
傷をめぐって近年では社会の注目も集める様々な問題が山積しています。スポーツ頭部
外傷，外傷後高次脳機能障害，高齢者の頭部外傷，小児虐待による頭部外傷，低髄液圧
症候群などについて，病態解明，治療など幅広い領域にわたってシンポジウム，セミ
ナー，演題発表の機会を設けます。さらに，損傷後の神経再生に向けた研究について特
別講演を企画します。

会場の淡路夢舞台国際会議場は，海の青，山の緑，四季折々の花々に囲まれた静かな
環境で，ホテルも隣接しておりますので心おきなく十分な討議をしていただけるものと
期待しております。また，淡路島は温暖の地であり春の訪れも早く，観光や地元の食材
も満喫いただけることと思います。本会では，脳神経外傷をめぐる様々な病態について
最新の知識を整理し日々の診療につなげることを企図していますので，多数の演題のご
応募，学会へのご参加をお待ちしております。

第 42 回日本神経外傷学会
会長　甲村  英二

（神戸大学大学院医学研究科脳神経外科学分野）
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以上のとおり定足数（過半数）に足る理事の出席が

あったので，以下のとおり配布資料を確認のうえ定

刻に定款第 27 条に基づき，理事長鈴木倫保（一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律上の「代表理

事」を当法人の定款規定に基づき，当法人では「理事

長」と称する。）は議長となり，開会を宣言し，直ち

に議事に入った。

〔配布資料〕

①  一般社団法人日本脳神経外傷学会通常理事会議事

次第

②  平成 29 年度正味財産増減計算書・貸借対照表

③  平成 29 年度監査報告書

④  平成 30 年度予算案

⑤  役員候補者リスト

⑥  各委員会の委員長リスト

⑦  多施設臨床研究支援に関する規則ならびに多施設

臨床研究申請書案

⑧  引用・転載許諾についての指針案

⑨  学術評議員更新申請・新規応募審査報告

⑩  社員審査報告

⑪  専門医資格更新単位報告

⑫  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部訪問覚書

⑬  会員数報告

⑭  各委員会委員名簿

⑮  第 40 回会計報告

⑯  第 41 回学会案内

⑰  第 42 回学会案内

⑱  平川賞選考委員会報告

⑲  専門医検討委員会報告

⑳  機関誌編集委員会報告

㉑  国際神経外傷委員会報告

神経外傷 Vol.41 2018

学会記事
Official Journal of The Japan Society of Neurotraumatology

一般社団法人 日本脳神経外傷学会
通常理事会　議事録

日時：平成30年2月22日　13：00〜14：00

場所：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームホテル 42階 シリウス

理事総数　　　36名　　　　監事総数　　　2名
出席理事数　　25名　　　　出席監事数　　2名

〔理事会に出席した理事及び監事〕
理事長：鈴木倫保
理　事：岩渕　聡，宇野昌明，荻野雅宏，奥寺　敬，糟谷英俊，川又達朗，栗栖　薫，

甲村英二，坂本哲也，田中雄一郎，田宮　隆，中瀬裕之，中村俊規，橋本直哉，
藤木　稔，前原健寿，間瀬光人，松前光紀，宮田昭宏，村山雄一，森健太郎，
森岡基浩，横田裕行，吉野篤緒

監　事：谷　諭，三木　保
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㉒  外傷性高次脳機能障害検討委員会報告

㉓  スポーツ脳神経外傷検討委員会報告

㉔  頭部外傷データバンク検討委員会報告

㉕  頭部外傷治療・管理のガイドライン作成委員会報告

㉖  広報委員会報告

㉗  学術委員会報告

㉘  保険委員会報告

㉙  臨床研究倫理審査委員会報告

審議・報告事項

第 1 号議案 平成 29 年度事業報告及び決算承認，監

査報告

鈴木議長は，配布資料②を議場に提示し，末廣事務

局長により配布資料②に基づき平成 29 年度の決算報

告が行われた。

次いで，三木保監事は配布資料③を議場に提示し，

平成 29 年度決算書類（②）につき監査した結果，適正

適法に処理がされている旨を報告した。

鈴木議長は，上記報告に基づき，配布資料②③の承

認を議場に諮ったところ，満場異議なく，平成 29 年

度決算は承認可決された。なお，本理事会において

決算書類の承認がされたことを受け，明日開催され

る定時社員総会にて平成 29 年度の決算書類の承認議

案を諮ることが確認された。

また，平成 29 年度の事業報告については，第 18
号議案の委員会報告において行うこととした。

第 2 号議案 平成 30 年度予算案

鈴木議長は，配布資料④を議場に提示し，末廣事務

局長により配布資料④に基づき平成 30 年度の予算案

の説明が行われた。

鈴木議長は，上記報告に基づき，配布資料④の承認

を議場に諮ったところ，満場異議なく，平成 30 年度

予算案は承認可決された。なお，本理事会において

予算案の承認がされたことを受け，明日開催される

定時社員総会にて平成 30 年度の予算案の承認議案を

諮ることが確認された。

第 3 号議案 役員等の選任について

（1）  理事及び監事の推薦

鈴木議長は，明日開催予定の定時社員総会の終結

をもって，理事及び監事全員が任期満了退任となる

ので，改選が必要であり，役員候補者選出規程に基

づく新任選挙を実施した旨を説明した。次いで，吉

野選挙管理委員長は，配布資料⑤を議場に提示し，

役員候補者選出規程第 5 条に基づき再任役員候補者

選挙を執り行った結果，現任理事・監事の全員が信任

されたこと，また新任役員候補者選挙は執り行われ

なかったことを報告した。

鈴木議長は，上記報告に基づき，明日開催される

定時社員総会にて以下の 36 名の理事候補者及び監事

候補者の選任（現理事・現監事全員再任）を諮ること

を確認した。

理事候補者：36 名（敬称略）

鈴木倫保，大畑建治，奥寺　敬，加藤天美，川又

達朗，栗栖　薫，甲村英二，坂本哲也，伊達　勲，

田宮　隆，冨永悌二，中瀬裕之，中村俊規，藤木

稔，松前光紀，横田裕行，宇野昌明，糟谷英俊，

村山雄一，若林俊彦，森健太郎，前原健寿，大熊

洋揮，齊藤延人，田中雄一郎，飯原弘二，森岡基

浩，岩渕　聡，三國信啓，河野道宏，吉村紳一，

橋本直哉，間瀬光人，宮田昭宏，吉野篤緒，荻野

雅宏

監事候補者：2 名（敬称略）

三木　保，谷　諭

（2）  理事長の選定

鈴木議長は，理事全員が再任となった場合，現理

事と定時社員総会後の理事とで構成員に変動がない

ため，代表理事の予選が可能である旨を説明し，常

務理事会での推薦に基づき，明日開催される定時社

員総会にて，前号議案にて承認された理事候補者全

員が承認されることを停止条件として，議場に鈴木

倫保理事長の再任の承認を諮ったところ，満場異議

なく，承認可決された。

なお，被選定者は席上において選定の効力発生を

条件として，その就任を承諾した。
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（3）  常務理事の選定

鈴木議長は，理事全員が再任となった場合，現理

事と定時社員総会後の理事とで構成員に変動がない

ため，常務理事（業務執行理事）の予選が可能である

旨を説明し，明日開催される定時社員総会にて，理

事候補者全員が承認されることを停止条件として，

定款第 12 条第 2 項及び定款施行細則第 18 条に定め

る業務執行理事たる常務理事を選定したい旨を述べ，

坂本哲也理事，冨永悌二理事，中瀬裕之理事，横田

裕行理事，吉野篤緒理事を常務理事として推薦し，

議場にその承認を諮ったところ，満場異議なく，承

認可決された。

なお，本理事会に出席している被選定者は，いず

れも席上においてその就任を承諾した。

（4）  事務局長，事務局長補佐の選任

鈴木議長は，明日開催の定時社員総会の終結を

もって事務局長及び事務局長補佐の任期満了となる

ので，定款施行細則第 22 条第 2 項に定める事務局長

及び事務局長補佐を選任したい旨を述べ，事務局長

として末廣栄一先生，事務局長補佐として刈部博先

生ならびに前田剛先生を推薦し，議場にその承認を

諮ったところ，満場異議なく，承認可決された。

なお，被選任者は，選定の効力発生を条件として，

いずれも席上においてその就任を承諾した。

（5）  各委員会委員長の選任

鈴木議長は，配布資料⑥を議場に提示し，明日開催

される定時社員総会にて，理事・監事候補者全員が承

認されることを停止条件として，その承認を諮った

ところ，満場異議なく，承認可決された。

第 4 号議案 第 43 回学会について

鈴木議長は，常務理事会の報告に基づき，第 43 回

学会（2020 年）の年次会長として松前光紀理事を推

薦し，明日開催される定時社員総会にて承認議案を

諮ることが確認された。

第 5 号議案 多施設臨床研究支援に関する規則なら

びに多施設臨床研究申請書について

坂本学術委員長は，配布資料⑦を議場に提示し，多

施設臨床研究支援に関する規則ならびに多施設臨床

研究申請書案の説明を行い，審議を求めた。

鈴木議長は，上記審議に基づき，配布資料⑦の施

設臨床研究支援に関する規則ならびに多施設臨床研

究申請書案の承認を議場に諮ったところ，満場異議

なく，承認可決された。

第 6 号議案 引用・転載許諾についての指針について

坂本学術委員長は，配布資料⑧を議場に提示し，

引用・転載許諾についての指針案の説明を行い，審議

を求めた。

鈴木議長は，上記審議に基づき，配布資料⑧の引

用・転載許諾についての指針案の承認を議場に諮った

ところ，満場異議なく，承認可決された。

ただし，商用目的の引用・転載については引き続き

検討していくことを確認した。

第 7 号議案 学術評議員の選任について

鈴木議長は，配布資料⑨を議場に提示し，末廣事

務局長により定款施行細則第 9 条に基づき常務理事

会で学術評議員の資格審査を執り行った結果，更新

申請者および新規応募者全員が選任されたことが報

告された。

第 8 号議案 社員の選任について

鈴木議長は，配布資料⑩を議場に提示し，末廣事

務局長により定款施行細則第 3 条に基づき常務理事

会で社員の資格審査を執り行った結果，候補者全員

が選任されたことが報告された。

第 9 号議案 日本神経外科学会専門医資格更新単位

について

鈴木議長は，配布資料⑪を議場に提示し，横田裕

行理事により第 41 回日本脳神経外傷学会における日

本専門医機構要件の専門医資格更新単位取得講習に

ついて説明された。

第10号議案 厚生労働省訪問について

鈴木議長は，配布資料⑫を議場に提示し，末廣事
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務局長により昨年 11 月 29 日に鈴木理事長，荻野理

事，末廣事務局長の３名で厚生労働省を訪問した際の

内容について説明された。

第11号議案 厚生労働省科研費申請について

末廣事務局長は，本学会が申請中の厚生労働省科

研費の内容について説明した。

第12号議案 会員数について

鈴木議長は，配布資料⑬を議場に提示し，入会，退

会状況等について報告を行った。

また，ご逝去された名誉会員の関野宏明先生，和

賀志郎先生に対して黙祷が捧げられた。

第13号議案 各委員会の委員について

鈴木議長は，配布資料⑭を提示し，各委員会の委員

構成について報告した。

第14号議案　第 40 回学会　会計報告

前期会長の三木保監事は，配布資料⑮を提示し，第

40 回日本脳神経外傷学会の収支決算について報告し

た。

第15号議案 第 41 回学会の概要，趣旨説明

横田裕行理事は，配布資料⑯を提示し，23, 24 日

開催の学術集会の運営状況，プログラム等の概要説

明を行った。

第16号議案 第 42 回学会について：会期，会場など

次期会長の甲村英二理事は，配布資料⑰を提示し，

第 42 回学会につき，会期は 2019 年 3 月 8 日（金），

9 日（土），会場は淡路夢舞台国際会議場，主題は「脳

神経外傷の病態と治療アップデート」を予定している

ことを説明した。詳細については，追って報告して

いくこととした。

第 17 号議案 平川賞選考結果について

前原健寿理事は，配布資料⑱を提示し，第 5 回平

川賞受賞者と，当該受賞者には本学会総会にて表彰

する旨を報告した。

第 18 号議案 委員会報告（事業報告）

鈴木議長は，通常理事会の業務報告として，担当

の各理事（委員長）に業務報告を求めた。

（1）  専門医検討委員会報告

三木保監事は，配布資料⑲を提示し，本学会専門

医制度についての協議内容を説明した。

（2）  機関誌編集委員会報告

三木保監事は，配布資料⑳を提示し，活動，出版

費用，広告収入についての報告を行った。

また，冊子の電子化について検討を進めているこ

とを報告した。

（3）  国際神経外傷委員会報告

鈴木議長は，配布資料㉑を提示し，INTS 2018 の

開催日程，ICRAN 2018 の開催日程について報告を

行った。

（4）  外傷性高次脳機能障害検討委員会報告

中瀬裕之理事は，配布資料㉒を提示し，軽症頭部

外傷による高次脳機能障害の実態調査アンケートの

調査結果を報告した。

また，その詳細な実態を把握するために第２次調

査を行う予定であることを報告した。

（5）  スポーツ脳神経外傷検討委員会報告

荻野雅宏理事は，配布資料㉓を提示し，スポーツ

頭部外傷に関する提言の作成状況の報告を行った。

（6）  頭部外傷データバンク検討委員会報告

横田裕行理事は，配布資料㉔を提示し，プロジェ

クト 2015（患者登録期間 2015 年 4 月 1 日〜2017 年

3 月 31 日，研究期間 2015 年 4 月 1 日〜2017 年 9 月

30 日）について，先月末に最終データが確定し，学

会発表，報告書作成の準備を進めていることを報告

した。

（7）  頭部外傷治療・管理のガイドライン作成委員

会報告

冨永梯二理事欠席のため刈部博事務局長補佐は，

配布資料㉕を提示し，第 4 版は前版を brush up しつ

つ，いくつかあらたな項目を設け，エビデンスレベ

ルを追記する，という基本方針のもと，全項目の文
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献検索と配布を終え，原稿執筆作業に入っており，

2018 年 11 月〜2019 年 2 月の出版を予定しているこ

とを報告した。

（8）  広報委員会報告

吉野篤緒理事は，配布資料㉖を提示し，昨年３月に

学会ホームページのリニューアルを行ったことを報

告した。

（9）  学術委員会報告

坂本哲也理事は，配布資料㉗を提示し，多施設臨

床研究支援に関する規則ならびに施設臨床研究申請

書，引用・転載許諾についての指針を作成したことを

報告した。

（10） 保険委員会報告

松前光紀理事は，配布資料㉘を提示し，活動状況

ならびに活動予定を報告した。

（11） 臨床研究倫理審査委員会報告

吉野篤緒理事は，配布資料㉙を提示し，昨年 10 月

の理事会での承認を受け発足し，委員の選任ならび

に臨床研究倫理審査委員会細則の作成を進めている

ことを報告した。

以上をもって本理事会の議案全部を終了したので，

議長は閉会の挨拶を述べ，散会した。
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以上のとおり定足数（過半数）に足る社員の出席が

あったので，以下のとおり配布資料を確認のうえ定

刻に定款第 23 条に基づき，理事長鈴木倫保（一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律上の「代表理

事」を当法人の定款規定に基づき，当法人では「理事

長」と称する。）は議長となり，開会を宣言し，直ち

に議事に入った。

〔配布資料〕

①  一般社団法人日本脳神経外傷学会通常理事会議事

次第

②  平成 29 年度正味財産増減計算書・貸借対照表

③  平成 29 年度監査報告書

④  平成 30 年度予算案

⑤  役員候補者リスト

⑥  各委員会の委員長リスト

⑦  多施設臨床研究支援に関する規則ならびに多施設

臨床研究申請書

⑧  引用・転載許諾についての指針

⑨  学術評議員更新申請・新規応募審査報告

⑩  社員審査報告（社員名簿）

⑪  専門医資格更新単位報告

⑫  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部訪問覚書

⑬  会員数報告

⑭  各委員会委員名簿

⑮  第 40 回会計報告

⑯  第 41 回学会案内

⑰  第 42 回学会案内

⑱  平川賞選考委員会報告

⑲  専門医検討委員会報告

⑳  機関誌編集委員会報告

㉑  国際神経外傷委員会報告

㉒  外傷性高次脳機能障害検討委員会報告

㉓  スポーツ脳神経外傷検討委員会報告

㉔  頭部外傷データバンク検討委員会報告

㉕  頭部外傷治療・管理のガイドライン作成委員会報告
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㉖  広報委員会報告

㉗  学術委員会報告

㉘  保険委員会報告

㉙  臨床研究倫理審査委員会報告

審議・報告事項

第 1 号議案 平成 29 年度事業報告及び決算承認，監

査報告

鈴木議長は，配布資料②③を議場に提示し，末廣事

務局長より配布資料②に基づき平成 29 年度の決算報

告が行われた。

次いで，鈴木議長は，配布資料③に基づき，監事が

平成 29 年度決算書類（②）につき監査した結果，適正

適法に処理がされている旨を報告した。

鈴木議長は，上記報告に基づき，配布資料②③の承

認を議場に諮ったところ，満場異議なく，平成 29 年

度決算は承認可決された。

また，平成 29 年度の事業報告については，第 18
号議案の委員会報告において行うこととした。

第 2 号議案 平成 29 年度予算案

鈴木議長は，配布資料④を議場に提示し，末廣事務

局長より配布資料④に基づき平成 30 年度の予算案の

説明が行われた。

鈴木議長は，上記報告に基づき，配布資料④の承認

を議場に諮ったところ，満場異議なく，平成 30 年度

予算案は承認可決された。

第 3 号議案 役員等の選任について

（1）  理事及び監事の選任

鈴木議長は，本定時社員総会の終結をもって，理

事及び監事全員が任期満了退任となるので，新たに

理事及び監事を選任する必要がある旨を説明した。

次いで，吉野選挙管理委員長は，配布資料⑤を議場に

提示し，役員候補者選出規定第 5 条に基づき再任役

員候補者選挙を執り行った結果，現任理事・監事の全

員が信任されたこと，また新任役員候補者選挙は執

り行われなかったことを報告した。

鈴木議長は，上記報告に基づき，以下の 36 名の理

事及び 2 名の監事の選任を諮ったところ，満場異議

なく，承認可決された。

なお，本定時社員総会に出席している被選任者は，

席上において即時その就任を承諾した。

理事：36 名（敬称略）

鈴木倫保，大畑建治，奥寺　敬，加藤天美，川又

達朗，栗栖　薫，甲村英二，坂本哲也，伊達　勲，

田宮　隆，冨永悌二，中瀬裕之，中村俊規，藤木

稔，松前光紀，横田裕行，宇野昌明，糟谷英俊，

村山雄一，若林俊彦，森健太郎，前原健寿，大熊

洋揮，齊藤延人，田中雄一郎，飯原弘二，森岡基

浩，岩渕　聡，三國信啓，河野道宏，吉村紳一，

橋本直哉，間瀬光人，宮田昭宏，吉野篤緒，荻野

雅宏

監事：2 名（敬称略）

三木　保，谷　諭

（2）  理事長の選定（予選）及び効力発生の報告

鈴木議長は，昨日開催理事会にて，理事長の予選

決議を行ったところ，現鈴木倫保理事長の再任が承

認されていることを報告し，前号議案の承認により，

昨日の理事会開催時と理事の構成員に変動がないた

め，昨日開催の理事会における理事長の予選議案の

効力が発生した旨が確認された。なお，被選定者は

その就任を承諾しており，本定時社員総会の終結後

にその効力が発生することを確認した。

（3）  常務理事の選定（予選）及び効力発生の報告

鈴木議長は，昨日開催理事会にて，常務理事（業務

執行理事）の予選決議を行ったところ，常務理事とし

て坂本哲也理事，冨永悌二理事，中瀬裕之理事，横

田裕行理事，吉野篤緒理事の選任（再任）が承認され

ていること報告し，前号議案の承認により，昨日の

理事会開催時と理事の構成員に変動がないため，昨

日開催の理事会における理事長の予選議案の効力が

発生した旨が確認された。なお，被選定者はその就

任を承諾しており，本定時社員総会の終結後にその

効力が発生することを確認した。
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（4）  事務局長，事務局長補佐の選任報告

鈴木議長は，理事会にて，事務局長として末廣栄

一先生，事務局長補佐として刈部博先生ならびに前

田剛先生の選任が承認されたことを報告した

（5）  各委員会委員長の選任報告

鈴木議長は，配布資料⑥を議場に提示し，理事会に

て，各委員会の委員長の選任が承認されたことを報

告した。

第 4 号議案 第 43 回学会について

鈴木議長は，常務理事会の報告に基づき，第 43 回

学会（2020 年）の年次会長として松前光紀理事を推

薦し，その承認を諮ったところ，満場異議なく，承

認可決された。

第 5 号議案 多施設臨床研究支援に関する規則なら

びに多施設臨床研究申請書について

坂本学術委員長欠席のため末廣事務局長は，配布

資料⑦を議場に提示し，多施設臨床研究支援に関する

規則ならびに多施設臨床研究申請書案の説明を行い，

理事会にて，その制定が承認されたことを報告した。

第６号議案 引用・転載許諾についての指針について

坂本学術委員長欠席のため末廣事務局長は，配布

資料⑧を議場に提示し，引用・転載許諾についての指

針案の説明を行い，理事会にて，その制定が承認さ

れたことを報告した。

ただし，商用目的の引用・転載については引き続き

検討していくことを確認した。

第 7 号議案 学術評議員の選任について

鈴木議長は，配布資料⑨を議場に提示し，末廣事務

局長により定款施行細則第 9 条に基づき常務理事会

で学術評議員の資格審査を執り行った結果，更新申

請者および新規応募者全員が選任されたことが報告

された。

第 8 号議案 社員の選任について

鈴木議長は，配布資料⑩を議場に提示し，末廣事務

局長により定款施行細則第 3 条に基づき常務理事会

で社員の資格審査を執り行った結果，候補者全員が

選任されたことが報告され，その社員名簿が提示さ

れた。

第 9 号議案 日本神経外科学会専門医資格更新単位

について

鈴木議長は，配布資料⑪を議場に提示し，横田裕

行理事により第 41 回日本脳神経外傷学会における日

本専門医機構要件の専門医資格更新単位取得講習に

ついて説明された。

第10号議案 厚生労働省訪問について

鈴木議長は，配布資料⑫を議場に提示し，末廣事

務局長により昨年 11 月 29 日に鈴木理事長，荻野理

事，末廣事務局長の３名で厚生労働省を訪問した際

の内容について説明された。

第11号議案 厚生労働省科研費申請について

末廣事務局長は，本学会が申請中の厚生労働省科

研費の内容について説明した。

第12号議案 会員数について

鈴木議長は，配布資料⑬を議場に提示し，入会，

退会状況等について報告を行った。

また，ご逝去された名誉会員の関野宏明先生，和

賀志郎先生に対して黙祷が捧げられた。

第13号議案 各委員会の委員について

鈴木議長は，配布資料⑭を提示し，各委員会の委

員構成について報告した。

第14号議案 第 40 回学会　会計報告

鈴木議長は，配布資料⑮を提示し，第 40 回日本脳

神経外傷学会の収支決算について報告した。

第15号議案 第 41 回学会の概要，趣旨説明

横田裕行理事は，配布資料⑯を提示し，23, 24 日

開催の学術集会の運営状況，プログラム等の概要説
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明を行った。

第16号議案 第 42 回学会について：会期，会場など

次期会長の甲村英二理事は，配布資料⑰を提示し，

第 42 回学会につき，会期は 2019 年 3 月 8 日（金），

9 日（土），会場は淡路夢舞台国際会議場，主題は「脳

神経外傷の病態と治療アップデート」を予定している

ことを説明した。詳細については，追って報告して

いくこととした。

第17号議案 平川賞選考結果について

前原健寿理事は，配布資料⑱を提示し，第 5 回平

川賞受賞者と，当該受賞者には本学会総会にて表彰

する旨を報告した。

第18号議案 委員会報告（事業報告）

鈴木議長は，通常理事会の業務報告として，担当

の各理事（委員長）に業務報告を求めた。

（1）  専門医検討委員会報告

三木保監事欠席のため鈴木議長は，配布資料⑲を提

示し，本学会専門医制度についての協議内容を説明

した。

（2）  機関誌編集委員会報告

三木保監事欠席のため前田剛事務局長補佐は，配

布資料⑳を提示し，活動，出版費用，広告収入につい

ての報告を行った。

また，冊子の電子化について検討を進めているこ

とを報告した。

（3）  国際神経外傷委員会報告

鈴木議長は，配布資料㉑を提示し，INTS 2018 の

開催日程，ICRAN 2018 の開催日程について報告を

行った。

（4）  外傷性高次脳機能障害検討委員会報告

中瀬裕之理事欠席のため吉野篤緒理事は，配布資

料㉒を提示し，軽症頭部外傷による高次脳機能障害

の実態調査アンケートの調査結果を報告した。

また，その詳細な実態を把握するために第 2 次調

査を行う予定であることを報告した。

（5）  スポーツ脳神経外傷検討委員会報告

荻野雅宏理事は，配布資料㉓を提示し，スポーツ

頭部外傷に関する提言の作成状況の報告を行った。

（6）  頭部外傷データバンク検討委員会報告

横田裕行理事は，配布資料㉔を提示し，プロジェ

クト 2015（患者登録期間 2015 年 4 月 1 日〜2017 年

3 月 31 日，研究期間 2015 年 4 月 1 日〜2017 年 9 月

30 日）について，先月末に最終データが確定し，学

会発表，報告書作成の準備を進めていることを報告

した。

（7）  頭部外傷治療・管理のガイドライン作成委員

会報告

冨永梯二理事欠席のため刈部博事務局長補佐は，

配布資料㉕を提示し，第 4 版は前版を brush up しつ

つ，いくつかあらたな項目を設け，エビデンスレベ

ルを追記する，という基本方針のもと，全項目の文

献検索と配布を終え，原稿執筆作業に入っており，

2018 年 11 月〜2019 年 2 月の出版を予定しているこ

とを報告した。

（8）  広報委員会報告

吉野篤緒理事は，配布資料㉖を提示し，昨年３月

に学会ホームページのリニューアルを行ったことを

報告した。

（9）  学術委員会報告

坂本哲也理事欠席のため鈴木議長は，配布資料㉗

を提示し，多施設臨床研究支援に関する規則ならび

に施設臨床研究申請書，引用・転載許諾についての指

針を作成したことを報告した。

（10） 保険委員会報告

松前光紀理事は，配布資料㉘を提示し，活動状況

ならびに活動予定を報告した。

（11） 臨床研究倫理審査委員会報告

吉野篤緒理事は，配布資料㉙を提示し，昨年 10 月

の理事会での承認を受け発足し，委員の選任ならび

に臨床研究倫理審査委員会細則の作成を進めている

ことを報告した。

以上をもって本定時社員総会の議案全部を終了し

たので，議長は閉会の挨拶を述べ，散会した。
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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，
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総社員の半数以上であって，かつ総社員の議
決権の 3 分の 2 以上の決議により解散するこ
とができる。

（残余財産の分配）
第 40 条   本法人が解散等により清算するときに有する

残余財産は，各社員に分配しない。
         2   前項の場合，本法人の残余財産は，国又は地

方公共団体，本法人と類似の事業を目的とす
る公益社団法人又は公益財団法人，あるいは
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律第 5 条第 17 号イ乃至トに掲げる法人
に寄付するものとする

第 10章　附則
（定款に定めのない事項）
第 41 条   この定款に定めのない事項については，すべ

て一般社団・財団法人法及びその他法令によ
るものとする。

平成 22 年 1 月 4 日 施　　行
平成 27 年 3 月 5 日 一部改正
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。
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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

役員候補者選出規程
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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
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を行うものとする。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
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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
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る自己申告を毎年 3月末日までにオンライン登録す
ることが義務づけられているため，前々々年から前
年までの連続 3年間の COI自己申告についてオンラ
イン登録を完了していることをもって，COI自己申
告の対象となる事業活動について必要な対象期間（3
年間）の自己申告・開示を済ませているものとみなす。
ただし，COIを自己申告した時点から役員就任や

発表までの間に，新たな COIが発生した場合には細
則に定める規定に従い，すみやかに修正申告を行う
義務を有する。

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 語程度）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。表題（和英併記），著者名（和英併記），所属
施設名（和英併記），英文抄録，英文 key words

（５ words以内）で印刷 1ページ（原稿用紙 4枚）
に相当します。図表，写真はキャビネ大のものを
原稿用紙 1枚と計算し，それより大きいものは，

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（和英併記），著者名（和英併

記），所属施設名（和英併記），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

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.   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。

e.   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。CT，MRIなどの画像には必ず左（L）右（R）
を明記して下さい。組織写真には染色法，スケー
ルバーを明示して下さい。

f.    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。

g.   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.

2．  編集委員会により，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。

3．  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。
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《 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。

● 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．

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。

Ⅱ．短報
● 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

郵送または E-mail 添付で送稿ください。

郵送の場合は，CD-R等のメディアに入れ，印字された原稿と同時にお送り下さい。お送りい
ただいたメディアは返却しませんので予め御了承下さい。
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役員・学術評議員名簿

理 　 事 　 長 ： 鈴　木　倫　保（山口大学）

常 務 理 事 ： 坂　本　哲　也（帝京大学） 冨　永　悌　二（東北大学）

中　瀬　裕　之（奈良県立医科大学） 横　田　裕　行（日本医科大学）

吉　野　篤　緒（日本大学）

理　　　　事 ： 飯　原　弘　二（九州大学） 岩　渕　　　聡（東邦大学医療センター大橋病院）

宇　野　昌　明（川崎医科大学） 大　熊　洋　揮（弘前大学）

大　畑　建　治（大阪市立大学） 荻　野　雅　宏（獨協医科大学）

奥　寺　　　敬（富山大学） 糟　谷　英　俊（東京女子医科大学東医療センター）

加　藤　天　美（近畿大学） 川　又　達　朗（おとわ内科脳神経外科クリニック）

栗　栖　　　薫（広島大学） 河　野　道　宏（東京医科大学）

甲　村　英　二（神戸大学） 齊　藤　延　人（東京大学）

伊　達　　　勲（岡山大学） 田　中　雄一郎（聖マリアンナ医科大学）

田　宮　　　隆（香川大学） 中　村　俊　規（表参道こころのクリニック）

橋　本　直　哉（京都府立医科大学） 藤　木　　　稔（大分大学）

前　原　健　寿（東京医科歯科大学） 間　瀬　光　人（名古屋市立大学）

松　前　光　紀（東海大学） 三　國　信　啓（札幌医科大学）

宮　田　昭　宏（千葉県救急医療センター） 村　山　雄　一（東京慈恵会医科大学）

森　　　健太郎（防衛医科大学） 森　岡　基　浩（久留米大学）

吉　村　紳　一（兵庫医科大学） 若　林　俊　彦（名古屋大学）

監　　 事 ： 谷　　　　　諭（東京慈恵会医科大学） 三　木　　　保（東京医科大学）

事 務 局 長 ： 末　廣　栄　一（山口大学）

事務局長補佐 ： 刈　部　　　博（仙台市立病院） 前　田　　　剛（日本大学）

名 誉 会 員 ： 阿　部　俊　昭                   有　賀　　　徹                   石　井　昌　三※                 伊　東　　　洋

上　田　　　聖                   魚　住　　　徹                   小　川　武　希                   小　沼　武　英

小　野　純　一                   片　山　容　一                   亀　山　元　信                   北　村　勝　俊※

倉　本　進　賢※                 児　玉　南海雄                   佐　伯　直　勝                   榊　　　寿　右

佐　藤　　　修                   佐　野　圭　司※                 重　森　　　稔                   島　　　克　司

関　野　宏　明※                 高　倉　公　朋                   高　里　良　男                   坪　川　孝　志※

長　尾　省　吾                   中　沢　省　三※                 永　廣　信　治                   中　村　紀　夫

西　村　周　郎                   西　本　　　詮                   橋　本　卓　雄                   早　川　　　徹

半　田　　　肇※                 平　川　公　義※                 牧　野　博　安※                 最　上　平太郎※

山　浦　　　晶                   山　木　垂　水                   山　田　和　雄                   吉　峰　俊　樹

米　増　祐　吉                   和　賀　志　郎※                                                               （※故人）
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学 術 評 議 員 ： 相　原　英　夫                   秋　山　雅　彦                   安心院　康　彦                   荒　木　　　尚

石　崎　竜　司                   稲　次　基　希                   稲　桝　丈　司                   岩　瀬　正　顕

植　嶋　利　文                   卯津羅　雅　彦                   畝　本　恭　子                   大　賀　　　優

大　熊　　　佑                   大　塩　恒太郎                   大須賀　浩　二                   大　谷　直　樹

大　貫　隆　広                   大　橋　洋　輝                   奥　野　憲　司                   小　野　　　元

雄　山　博　文                   恩　田　秀　賢                   加　藤　晶　人                   金　子　純　也

刈　部　　　博                   河　井　信　行                   川　上　雅　久                   河　北　賢　哉

木　島　裕　介                   北　橋　章　子                   熊井戸　邦　佳                   熊　川　貴　大

栗　田　浩　樹                   小　泉　博　靖                   郷　田　　　周                   小　畑　仁　司

小　松　洋　治                   小守林　靖　一                   小　柳　　　泉                   榊　原　毅　彦

榊　原　陽太郎                   佐久間　　　潤                   佐々木　達　也                   佐　藤　晴　彦

佐　藤　秀　貴                   塩　見　直　人                   重　森　　　裕                   宍　戸　　　肇

篠　田　正　樹                   嶋　村　則　人                   下　川　宣　幸                   末　廣　栄　一

鈴　木　晋　介                   高　尾　洋　之                   高　橋　　　功                   高　橋　義　男

髙　山　泰　広                   竹　内　　　誠                   竹　本　　　理                   田　戸　雅　宏 

谷　　　正　一                   種　井　隆　文                   津　村　　　龍                   土　肥　謙　二

戸　村　　　哲                   豊　田　　　泉                   直　江　康　孝                   中　江　竜　太

中　尾　隼　三                   中　川　敦　寛                   長　島　梧　郎                   中　村　俊　介

中　村　丈　洋                   中　山　晴　雄                   並　木　　　淳                   成　相　　　直

野　地　　雅人                   萩　原　信　司                   萩　原　　　靖                   長谷川　聖　子

早　川　隆　宣                   林　　　拓　郎                   原　　　睦　也                   平　尾　朋　仁

平　林　秀　裕                   廣　田　　　晋                   福　島　匡　道                   藤　井　本　晴

藤　川　　　厚                   朴　　　永　銖                   本　多　ゆみえ                   前　田　　　剛

松　野　　　彰                   松　本　洋　明                   丸　石　正　治                   宮　城　知　也

三　宅　康　史                   宮　田　　　圭                   村　井　尚　之                   村　井　保　夫

村　上　　　守                   安　原　隆　雄                   八ツ繁　　　寛                   柳　川　洋　一

山　下　晴　央                   山　田　哲　久                   山　本　拓　史                   横　堀　將　司
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歴代会長と開催地・主題

会    長 会期・開催地 主　　題

第 1 回　中村 紀夫
（東京慈恵会医科大学）

1978 年 11 月 2 日（木）
東京／経団連会館

頭部外傷急性期における意識障害

第 2 回　牧野 博安
（千葉大学）

1979 年 5 月 24 日（金）
東京／安田火災海上本社ビル

頭部外傷の CT 後
脊髄損傷

第 3 回　平川 公義
（京都府立医科大学）

1980 年 2 月 22 日（金）
東京／安田火災海上本社ビル

重症頭部外傷の治療
硬膜下血腫の CT 上の推移と治療方針

第 4 回　佐野 圭司
（東京大学）

1981 年 2 月 20 日（金）
東京／安田火災海上本社ビル

Frontobasal Injury
外傷性てんかん

第 5 回　森安 信雄
（日本大学）

1982 年 2 月 8 日（月）
東京／安田火災海上本社ビル

頭部外傷の予後の判定因子

第 6 回　北村 勝俊
（九州大学）

1983 年 2 月 14 日（日）
東京／安田火災海上本社ビル

脊髄外傷

第 7 回　西村 周郎
（大阪市立大学）

1984 年 2 月 13 日（月）
大阪／毎日大阪会館

頭蓋内血腫
顔面外傷

第 8 回　石井 昌三
（順天堂大学）

1985 年 2 月 9 日（土）
東京／国立教育会館

小児の脳，脊髄，末梢神経損傷

第 9 回　半田 肇
（京都大学）

1986 年 3 月 19 日（水）
京都／国立京都国際会館

高齢者頭部外傷
外傷性脊髄損傷
外傷性てんかん

第 10 回　米増 祐吉
（旭川医科大学）

1987 年 5 月 13 日（水）
札幌／北海道厚生年金会館

重症頭部外傷の診断と治療

第 11 回　鈴木 二郎
（東北大学）

1988 年 3 月 23 日（水）
名古屋／愛知県産業貿易会館

慢性硬膜下血腫
外傷性脳血管障害

第 12 回　西本 詮
（岡山大学）

1989 年 3 月 22 日（水）
福岡／都久志会館

Diffuse Axonal Injury
脊髄外傷の MRI
多発外傷

第 13 回　最上 平太郎
（大阪大学）

1990 年 3 月 28 日（水）
東京／国立教育会館

後頭蓋窩外傷
頭部外傷における脳循環代謝障害

第 14 回　高倉 公朋
（東京大学）

1991 年 3 月 27 日（水）
東京／安田火災海上本社ビル

神経損傷と再生
頭部外傷の長期予後

第 15 回　倉本 進賢
（久留米大学）

1992 年 4 月 22 日（水）
新潟／新潟市音楽文化会館, 他

神経損傷と Neuroimaging
重症頭部外傷の治療 ─臨床・実験

第 16 回　中沢 省三
（日本医科大学）

1993 年 3 月 18 日（木）・19 日（金）
東京／安田火災海上本社ビル

頭部外傷の基礎的研究
びまん性脳損傷の基礎と臨床
重症頭部外傷の救急治療

第 17 回　和賀 志郎
（三重大学）

1994 年 3 月 16 日（木）・17 日（金）
津／三重県教育文化会館, 他

中枢神経系の外傷（広義）における細胞障害とその修復
びまん性脳損傷における画像診断を含めたモニタリング
難治性慢性硬膜下血腫

第 18 回　関野 宏明
（聖マリアンナ医科大学）

1995 年 4 月 14 日（金）・15 日（土）
大宮／大宮ソニックシティ

重症頭部外傷治療のプロとコールとその予後
神経損傷の基礎的研究
瀰漫性脳損傷における瀰漫性軸索損傷の位置づけ

第 19 回　早川  徹
（大阪大学）

1996 年 2 月 14 日（木）・15 日（金）
大阪／千里ライフサイエンスセンター

神経外傷への科学的アプローチ
1．頭部外傷初期診療での問題点
2．神経損傷の保護と修復（その基礎と臨床）
3．脳挫傷減圧術の有用性と限界
4．神経外傷と予後判定（モニタリングを含めて）
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第 20 回　山浦  晶
（千葉大学）

1997 年 2 月 21 日 （金） ・ 22 日 （土）
東京／安田火災海上本社ビル

神経外傷の研究 ─実験室から受傷現場まで
1．神経外傷における血流障害
2．中枢神経の可逆性
3．神経外傷 （1 次性損傷・2 次性損傷） の病態と予防
4．重症外傷に対する総合治療

第 21 回　上田  聖
（京都府立医科大学）

1998 年 3 月 26 日 （木） ・ 27 日 （金）
京都／京都テルサ

神経外傷への分子生物学的アプローチ
スポーツによる神経外傷
神経外傷の疫学的研究
神経外傷における画像診断の進歩
重症頭部外傷における低体温療法の適応と問題点

第 22 回　重森  稔
（久留米大学）

1999 年 3 月 26 日 （金） ・ 27 日 （土）
福岡／アクロス福岡

重症頭部外傷の治療方針 （ガイドラインとオプション）
神経外傷の基礎的研究
臨床上の諸問題 （小児・高齢者・慢性期）
神経外傷に対する再建外科，血管内外科，minimally invasive surgery

第 23 回　児玉  南海雄
（福島県立医科大学）

2000 年 4 月 14 日 （金） ・ 15 日 （土）
福島／福島ビューホテル

細胞障害のメカニズムと対策
小児・成人・高齢者における頭部外傷の差異

第 24 回　長尾  省吾
（香川医科大学）

2001 年 3 月 29 日 （木） ・ 30 日 （金）
香川／香川県県民ホール

神経外傷 21 世紀の展望
1．神経保護，再生の基礎と展望
2．重症頭部外傷に対する新しい治療の試み
3．脳温管理による治療の再評価
4．高次神経機能への影響

第 25 回　阿部  俊昭
（東京慈恵会医科大学）

2002 年 3 月 22 日 （金） ・ 23 日 （土）
東京／都市センターホテル

Mechanism and Prevention of Neurotrauma

第 26 回　榊  寿右
（奈良県立医科大学）

2003 年 3 月 28 日 （金） ・ 29 日 （土）
奈良／奈良県新公会堂

QOL を重視した脳脊髄外傷の治療 ─失われた機能の復活を目指して
1．神経保護と神経再生
2．重症頭部外傷の管理と治療
3．外傷性血管障害
4．外傷性てんかん
5．脊髄脊椎外傷の治療

第 27 回　片山  容一
（日本大学）

2004 年 3 月 26 日 （金） ・ 27 日 （土）
東京／都市センターホテル

神経外傷手術手技の全て    そのスタンダードとバリエーション
神経再生 ： 基礎と臨床
高次脳機能 ： 評価と治療・福祉
重症頭部外傷管理 ： スタンダードと新しい試み
スポーツ外傷 ： 予防のためには何をすべきか

第 28 回 　島  克司
（防衛医科大学校）

2005 年 3 月 25 日 （金） ・ 26 日 （土）
大宮／大宮ソニックシティ

神経損傷の修復・再生
神経外傷の急性期管理 ： 重症から軽症まで
脊髄損傷の病態と治療
高次神経機能障害とリハビリテーション
災害と異常環境における神経損傷 （特別主題）

第 29 回　有賀  徹
（昭和大学）

2006 年 3 月 24 日 （金） ・ 25 日 （土）
東京／昭和大学上條講堂

頭部脊椎外傷における医療の質の向上
頭部外傷における救急医と脳神外科医の役割
頭部外傷のモニタリングとその工夫

第 30 回　小沼  武英
（仙台市立病院）

2007 年 3 月 16 日 （金） ・ 17 日 （土）
仙台／仙台国際センター

頭部外傷後の Quality of Life をいかに高めるか
1．高次脳機能障害に対する治療の開拓
2．神経外傷治療の現在と展望
3．児童虐待の問題点と対策
4．神経保護・再生の課題と展望
5．高齢者頭部外傷の問題点と対策

第 31 回　吉峰  俊樹
（大阪大学）

2008 年 4 月 25 日 （金） ・ 26 日 （土）
大阪／千里ライフサイエンスセンター

神経外傷の今日的俯瞰
1．重症頭部外傷 ─病態と管理─
2．脳脊髄液減少症
3．高次機能障害 ─病態の解明─
4．外減圧・脳圧管理の再評価
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第 32 回　鈴木  倫保
（山口大学）

2009 年 4 月 17 日 （金） ・ 18 日 （土）
下関／海峡メッセ

神経外傷と脳神経外科
1．救急医と脳神経外科医との連携
2．神経外傷の手術スタンダードのマスター
3．患者管理の minimal essenntial
4．神経外傷における brain imaging
5．頭部外傷における地域連携

第 33 回　小野  純一
（千葉県循環器病センター）

2010 年 3 月 5 日（金） ・ 6 日 （土）
東京／東京ステーションコンファレンス

脳脊髄外傷の回顧と展望
1．脳脊髄外傷のモニタリング．Minimum seesntial
2．脳脊髄外傷の手術適応と治療の実態
3．重症頭部外傷の集中治療 ： 脳低温療法はいま
4．高次脳機能障害への取り組み
5．脳脊髄外傷の基礎的研究

第 34 回　山木  垂水
（京都九条病院）

2011 年 4 月 15 日 （金） ・ 16 日 （土）
京都／京都テルサ

脳神経外傷の breakthrough をめざして
1．急性硬膜下血腫の病態と治療
2．脳神経外傷の基礎的研究 （神経外傷の基礎シンポジウム）
3．全身基礎疾患を有した頭部外傷患者の治療と管理
4．重症頭部外傷患者における体温管理
5．二次救急病院における脳神経外治療の現状
6．脳神経外傷のリハビリテーション
7．脳神経外傷におけるチーム医療

第 35 回 　橋本  卓雄
（聖マリアンナ医科大学）

2012 年 3 月 9 日 （金） ・ 10 日 （土）
東京／学術総合センター

脳神経外傷の現状と将来展望 ─新ガイドラインを踏まえて─
1．脳神経外傷治療のスタンダード，新ガイドラインを踏まえて
2．脳神経外傷の再生医療．現状と展望
3．脳神経外傷の基礎的研究 （神経外傷の基礎シンポジウム）
4．重症頭部外傷・モニタリング
5．脳神経外傷における neuroimaging
6．高次脳機能障害とリハビリテーション
7．基礎疾患を有した頭部外傷

第 36 回　山田  和雄
（名古屋市立大学）

2013 年 3 月 8 日 （金） ・ 9 日 （土）
名古屋／ウインクあいち

（愛知県産業労働センター）

脳神経外傷のサイエンスとプラクティス
1．急性硬膜下血腫の病態と治療
2．重症頭部外傷の画像診断とモニタリング
3．神経損傷の基礎シンポジウム
4．スポーツ外傷の今日的問題点と対応 （演者指定）
5．脳神経外傷後てんかんへの対応
6．脳神経外傷後の高次脳機能障害
7．外傷後脳脊髄液漏出症の新たな展望

第 37 回　高里  良男
（独立行政法人国立病院

機構災害医療センター）

2014 年 3 月 7 日 （金） ・ 8 日 （土）
東京／学術総合センター

脳神経外傷に対する治療戦略の現状と展望
─新改訂ガイドラインの目指すところ─
1．急性硬膜下血腫の病態と治療
2．脳神経外傷の基礎的研究
3．高齢者の脳神経外傷
4．スポーツ外傷の問題点と対応
5．脳神経外傷後の高次脳機能障害
6．頭部外傷の画像診断とモニタリング

第 38 回　永廣  信治
（徳島大学）

2015 年 3 月 6 日 （金） ・ 7 日 （土）
徳島／あわぎんホール

攻防と再生 ─脳と脊髄外傷の治療，予防，機能再生─
1．スポーツ頭部外傷への対応
2．神経損傷の基礎研究最前線
3．再発・難治慢性硬膜下血腫
4．重症頭部外傷の病態と急性期管理
5．小児の脳神経外傷
6．スポーツと脊椎・脊髄損傷
7．外傷と高次脳機能障害
8．急性硬膜下血腫の病態と治療
9．高齢化社会と頭頚部外傷
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第 39 回　亀山  元信
（仙台市立病院）

2016 年 2 月 26 日 （金） ・ 27 日 （土）
仙台／仙台国際センター

脳神経外傷 管理と治療の標準化　Standards and Arts
1．脳神経外傷初期診療の標準化　JATEC ⁄ JPTEC 再考
2．Abusive Head Trauma
3．神経外傷の Basic Research
4．高齢者の基礎疾患と神経外傷
5．神経外傷と Biomedical Informatics
6．重症頭部外傷の管理

第 40 回　三木  保
（東京医科大学）

2017 年 3 月 10 日 （金） ・ 11 日 （土）
東京／浅草ビューホテル

神経外傷学の温故創新 ─若手脳神経外科医とともに─
特別企画：日本脳神経外傷学会事業 40 年の総括
1．重症頭部外傷治療の breakthrough
2．小児・高齢者虐待における脳外科医の役割
3．外傷後高次脳機能障害・後遺症 （medico-social な対応含め）
4．慢性硬膜下血腫の標準治療は何か?
5．初期・後期研修医に対する脳神経外傷教育のあり方

第 41 回　横田  裕行
（日本医科大学）

2018 年 2 月 23 日 （金） ・ 24 日 （土）
東京／東京ドームホテル

Brain First ・ Neuro First
1．頭部外傷の基礎から臨床
2．高次脳機能障害の評価と対応
3．スポーツ外傷の現状と病態
4．抗血栓薬と頭部外傷
5．小児頭部外傷 ～急性期から回復期まで～
6．JATEC から JETEC へ ～脳神経外科医のかかわり～

第 42 回　甲村  英二
（神戸大学）

2019 年 3 月 8 日 （金） ・ 9 日 （土）
兵庫／淡路夢舞台国際会議場

脳神経外傷の病態と治療アップデート

第 43 回　松前  光紀
（東海大学）

2020 年 3 月 6 日 （金） ・ 7 日 （土）
神奈川／湯本富士屋ホテル
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