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Objectives : With the rapid expansion of the elderly
population, there has been an increase of the number
of elderly traumatic brain injury (TBI) patients in
Japan.  In this study, transition of aggressive treatment
and patient outcome in geriatric TBI patients were
analyzed with the data of Japan Neurotrauma Data
Bank Projects (JNTDB) 1998 (P1998), 2004 (P2004),
2009 (P2009), and 2015 (P2015).  The prognostic
factors in geriatric TBI were also examined.

Methods: Of 4,527 cases registered in the four JNTDB
projects, 1,879 geriatric TBI cases (≥65 years old) were
enrolled in this study.  The clinical features, aggressive
treatment defined as surgical procedure and/or inten -
sive temperature treatment including intracranial pres -
sure monitoring, and outcomes based on Glasgow
Outcome Scale on discharge were compared among
four study projects.  Moreover, to clarify the prognostic
factors in geriatric TBI patients, logistic regression
analysis was performed.

Results : The percentage of geriatric TBI population
was significantly increased throughout three projects
(P1998 ; 30.1%, P2004 ; 34.6%, P2009 ; 43.9%, P2015 ;
53.6%, p<0.0001).  Aggressive treatments including
sur gical management and intentional temperature
man agement were performed in 69.3% of geriatric
patients in P2015 and this percentage was significantly
increased from P1998 to P2015.  Less invasive method,
like as trephination and mormotermic targeted tem -
perature management, were tend to choose for geriatric
patients.  With these efforts for geriatric TBI care,
mortality ratio was significantly decreased (P1998 ;
62.8%, P2015 ; 44.7%, p<0.0001).  On the other hand,
the percentage of severe disability patient was still
significantly increased.  The percentage of dependent
survivors were also increased (P1998 ; 23.2%, P2015 ;
39.1%, p<0.0001).  Patient Age ≥ 75, Injury Severity
Score ≥ 25, Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 8, pupil
abnormality, existence of traumatic subarachnoidal

我が国における高齢者重症頭部外傷の変遷：
頭部外傷データバンクプロジェクト 1998〜2015からの検討
Geriatric traumatic brain injury in Japan:
Analysis from Japan Neurotrauma Data Bank 1998–2015
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hemorrhage (SAh), and existence of intraventricular
hemorrhage (IVh) were clarified as the unfavorable
prognostic factors.  IVh was the strongest unfavorable
prognostic factor in geriatric TBI patients (Or 3.99,
95%CI 2.05 – 7.76, p<0.0001).

Conclusion: Our result revealed that the aggressive,
less invasive treatments provided less mortality in
geriatric TBI patients.  On the other hand, these efforts
did not result in better outcome in this popula tion.
For the prompt decision making, patient age, initial
GCS, and anatomical severity including SAh and IVh
should be helpful as the functional prognostic factors.

reconsideration of multimodal treatment strategy,
including rehabilitation, seemed to be established.

神経外傷 Vol.41 2018

Ⅰ─────────────── はじめに ─

人口年齢分布の変化に伴い重症頭部外傷の年齢

分布も変化しつつある。過去の日本頭部外傷デー

タ バ ン ク（ Japan Neurotrauma Data Bank; 以 下

JNTDB）の報告においても，若年者重症頭部外傷

の全体に占める比率は減少し，対照的に高齢者重

症頭部外傷の比率は増加している 1）。高齢化社会

の進行に伴い高齢者重症頭部外傷も今後増加し続

けると思われ，医療経済面を含め社会に対する影

響も大きなものになると思われる。

このような現状から高齢者頭部外傷への対策は

急務であるが，依然，高齢者頭部外傷に特化した，

統一された治療方針はなく，神経外傷医がどのよ

うに治療介入をし，それがどのように患者転帰に

反映されてきたか，考察を加えることは非常に意

義のあるものと考える。

以上の観点から，我が国の高齢者重症頭部外傷

に対する診療と患者転帰を日本頭部外傷データ

バ ン ク（ Japan Neurotrauma Data Bank; JNTDB）

Project 1998，2004，2009 および 2015 登録症例

から検討し考察を加えた。さらに，手術や頭蓋内

圧（ICP）モニタリング，積極的体温管理を含む積

極的治療がどのように選択されてきたか，JNTDB
データをもとに検討を加えたので報告する。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

JNTDB デ ー タ 登 録 症 例（ Project 1998；以 下

P1998：1998〜2001 年；10 施設；1,002 例，Project
2004；以下 P2004：2004〜2006 年；19 施設；1,101
例，Project 2009；以下 P2009：2009〜2011 年；22
施設；1,091 例，Project 2015；以下 P2015：2015〜

2017 年；32 施設；1,345 例）において，高齢者群を

65 歳以上と定義し，高齢化率，年齢，性別，びま

ん 性 脳 損 傷 と 局 所 性 脳 損 傷 の 比 率 ，初 診 時

Glasgow Coma Scale （GCS），Injury Severity Score
（ISS），入院日数，バイタルサイン，血液ガス所

見，瞳孔所見，CT 所見を比較した。CT 所見の比

較に関しては円蓋部骨折，頭蓋底骨折，頭蓋内空

気，外傷性くも膜下出血，および脳室内血腫の有

無に加え，TCDB 分類の diffuse injury Ⅰ〜Ⅳ をび

まん性損傷群，evacuated and non evacuated mass
を局所性損傷群とし，その割合を比較した。

また治療の変遷を調べるため，開頭術，穿頭術，

穿頭術 → 開頭術，バルビツレート療法，積極的体

温管理（低体温療法，意図的平温療法），および，

ICP モニタリング施行の割合を比較した。また，

開頭術，穿頭術，積極的体温管理，バルビツレー

ト療法，あるいは ICP モニタリングのいずれかを

行った症例を積極的治療群とし，積極的治療の有

無を比較した。転帰については，在院日数および

退院時 Glasgow Outcome Scale（GOS）を比較した。
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また，高齢者頭部外傷における転帰不良群（SD,
VS, D 群 ）の 特 徴 を 明 ら か に す べ く ，P1998，

P2004，P2009，P2015 で得られたデータを後方視

的に単変量解析にて検討し，さらに多重ロジス

ティック回帰分析にて転帰不良因子を検討した。

各項目の平均値は平均 ± SD で表し，2 群間の検

定には t−test を用いた。カテゴリカルデータの比

較には chi–square test を用いた。また 3 群間の検

定には ANOVA を用いた。p＜0.05 を有意差ありと

した。

Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

1. 各 Project における年齢構成の変化と高齢化
率の変遷（Fig.1, Fig.2）

各 Project における患者の年齢構成を表したグラ

フを Fig.1 に示す。P1998 ではデータ登録の inclu-
sion criteria が 6 歳 以 上 の 症 例 で あ っ た た め ，

Fig.1 における P1998 の 0〜9 歳のカテゴリーは

6〜9 歳である。P1998 では明らかに 20〜29 歳と

60〜69 歳が 2 つのピークとなる二峰性の分布を示

していたが，P2004 より，20〜29 歳のピークが減

少し，60〜69 歳のピークが増大することで，一峰

性の傾向となった。さらに P2015 では 60 歳以上

の年齢群で患者数が上昇を続け，70〜79 歳が年齢

分布のピークとなり，若年側へなだらかな裾野を

もつ形に変化していることが明らかとなった。

Project 各群の高齢化率（65 歳以上の割合）を算

出すると（Fig.2)，P1998 では 30.1％であったもの

が ， P2004 で は 34.6％， P2009 で は 43.9％，

P2015 で は 53.6％と 有 意 な 上 昇 を 示 し て い た

（p<0.0001）。また，高齢者の中での 75 歳以上の

超高齢者の割合も有意に増加していた（P1998：
14.6％，P2015：33.3％，p<0.0001）。

2． 高齢者頭部外傷における生理学的，解剖学的
重症度の変遷（Table 1）

P1998 では男性の比率が多かったが（63.4％），

その比率は有意に低下し P2015 では 52.1％となっ

た。高齢者群の平均年齢は有意な上昇傾向を認め

た（ P1998：75.3±7.4 歳 ， P2015：77.5±7.6 歳 ，

p<0.0001）。来院時 GCS は P1998 に平均 6.4 で

あったものが有意に増加し P2015 では平均 7.１と

なり，特に motor score の有意な増加がこの結果

に影響している可能性を示唆した（GCS motor
score，P1998；3.1±1.8，P2004；3.5±1.8，P2009；
3.7±1.8，P2015；3.6±1.9，p<0.0001）。

心拍数，呼吸数，体温，瞳孔所見には Project 4
群間で有意な差を認めなかったが，来院時収縮期

血圧，PaO2，PaCO2 の有意な増加を認めた。解剖

学的重症度を示す ISS は有意な減少を認め（P1998：
26.4±10.0，P2015：24.4±12.1，p=0.035），初 回

CT の詳細所見では，円蓋部骨折の有意な減少，頭

神経外傷 Vol.41 2018

Fig.1 Age–distribution of patients in four projects.

The patients in project 1998 was registered from 6 years old,
so the data in project 1998 was categorized as 6–9 years old
as youngest age category.  The number of patients in the
category of >60 years old was abruptly decreased.

Fig.2 The transition of percentage of geriatric TBI patients
From P1998 to P2015.

In geriatric TBI population, elderly elder geriatric patients
(Over 75 years old) has been increasing.  Now in Japan, the half
of TBI is over 65 years old.
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Table 1 General clinical features in geriatric TBI patients

Project 1998 2004 2009 2015 p–value

N (>65 y.o) 298 381 479 721

Gender

Male 189 229 283 376 < 0.0001

Female 103 152 196 345

unknown 5 0 0 0

Age 75.3 ± 7.4 75.4 ± 6.9 77.1 ± 7.5 77.5 ± 7.6 ＜0.0001

Physical severity

GCS 6.4 ± 3.5 7.0 ± 3.7 7.2 ± 3.8 7.1 ± 3.8 0.0125

e 1.6 ± 1.0 1.7 ± 1.1 1.7 ± 1.1 1.7 ± 1.1 0.1610

V 1.8 ± 1.3 1.8 ± 1.3 1.8 ± 1.3 1.8 ± 1.3 0.9190

M 3.1 ± 1.8 3.5 ± 1.8 3.7 ± 1.8 3.6 ± 1.9 0.0002

Systolic blood pressure (mmhg) 140.2 ± 53.9 150.3 ± 49.4 147.0 ± 47.9 150.0 ± 45.3 0.0204

heart rate ( ⁄ min) 86.6 ± 31.6 87.4 ± 26.2 86.5 ± 27.0 87.6 ± 26.1 0.8873

respiratory rate ( ⁄ min) 19.4 ± 9.0 20.5 ± 8.0 20.3 ± 9.9 19.6 ± 7.4 0.3019

Body temperature (℃) 36.1 ± 1.1 36.0 ± 1.2 36.1 ± 1.2 36.2 ± 1.3 0.1495

PaO2 (mmhg) 177.8 ± 142.2 217.9 ± 141.7 219.9 ± 144.1 192.3 ± 142.42 0.0003

PaCO2 (mmhg) 39.8 ± 20.4 40.2 ± 14.3 39.0 ± 10.6 42.1 ± 15.6 0.0098

ph 7.38 ± 0.13 7.38 ± 0.12 7.38 ± 0.11 7.37 ± 0.12 0.4631

Pupil abnormality (N, %) 122 (40.9) 166 (43.6) 207 (43.2) 248 (34.4) 0.0036

Anatomical severity

ISS 26.4 ± 10.0 25.3 ± 11.7 24.1 ± 12.2 24.4 ± 12.1 0.0353

Vault fracture (N, %) 144 (48.3) 179 (47.0) 185 (38.6) 304 (42.2) ＜0.0001

Basal skull fracture (N, %) 25 (8.4) 48 (12.6) 94 (19.6) 151 (20.9) ＜0.0001

Intracranial air (N, %) 10 (3.3) 40 (10.5) 66 (13.8) 108 (15.0) ＜0.0001

Traumatic SAh 166 (55.7) 221 (58.0) 330 (68.9) 524 (72.7) ＜0.0001

IVh 47 (15.8) 43 (11.3) 65 (13.6) 127 (17.6) ＜0.0001

Focal injury (N, %) 256 (44.1) 298 (78.2) 358 (74.7) 539 (74.8) 0.0007

Diffuse injury (N, %) 42 (55.9) 83 (21.8) 121 (25.3) 182 (25.2) 0.0007

Abbreviation : GCS; Glasgow Coma Scale, E; eye opening, V; best verbal response, M; best motor response, ISS; Injury Severity
Score, SAH; Subarachinoidal hemorrhage, IVH; Intraventricular hemorrhage 

蓋底骨折の有意な増加と頭蓋内空気，外傷性くも

膜下出血，脳室内出血の有意な増加を認めた

（p<0.0001，chi–square test）。

びまん性・局所性損傷の比率の比較では，経年

的に局所性損傷の増加，びまん性損傷の減少を認

めた（p=0.0007）。

3． 高齢者頭部外傷における治療の変遷（Table 2）

Project 4 群間の比較では，穿頭術が増加し，開頭

術が減少していた（Table 2）。集中治療の内容にお

いては P2015 では全体の 36.6％に ICP モニタリン

グが施行されており，積極的体温管理（脳低温，積

極的常温療法）は全体の 22.6％に施行されていた。

開頭術，穿頭術，積極的体温管理，バルビツ

レート療法，あるいは ICP モニタリングのいずれ

かを行った場合を積極的治療施行症例と定義した

が，P2015 では全体の 69.3％に積極的治療がなさ

れており，有意な増加を示した。
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4． 高齢者頭部外傷における転帰の変遷（Table 3,

Fig.3）

在院日数の比較では，P2015 で平均 26.9 日であ

り有意な減少を示した。退院時 GOS の比較では死

亡例が P1998 の 62.8％から P2015 の 44.7％へ有

意な低下を認めたが（Table 3，Fig.3，p=0.0003），

生活に介助・介護が必要と思われる SD 群＋VS 群

の生存群（dependent survivor）における割合は全

体の 23.2％から 39.1％へと有意な増加傾向を示し

ていた（p<0.0001, Table 3)。

神経外傷 Vol.41 2018

Table 2 Transition of treatment in geriatric TBI patients

Project 1998 2004 2009 2015 p–value

Surgical procedure

Burrlole and irrigation (including hITT) (N, %) 43 (11.8) 40 (10.5) 97 (20.5) 172 (23.9) ＜0.0001

Craniotomy (N, %) 102 (34.2) 152 (39.9) 184 (38.4) 236 (32.7) 0.0313

hITT → Craniotomy (N, %) 6 (2.0) 3 (0.8) 29 (6.1) 12 (1.7) 0.0585

Critical care

Intracranial pressure monitoring (N, %) 67 (22.5) 73 (19.2) 116 (24.2) 264 (36.6) ＜0.0001

Barbiturate (N, %) 3 (1.0) 3 (0.8) 15 (3.1) 0 (0) 0.1339

Intensive temp. treatment (N, %) 20 (6.7) 101 (26.6) 144 (30.1) 163 (22.6)

hypothermia (N, %) 20 (6.7) 19 (5.0) 29 (6.1) 11 (1.5) ＜0.0001

Intensive normothermia (N, %) ─ 83 (21.8) 115 (24.0) 152 (21.1)

Aggressive treatment N, (%) 157 (67.0) 226 (58.7) 344 (71.4) 500 (69.3) ＜0.0001

Project 1998 2004 2009 2015 p–value

Total 298 381 479 721

Length of hospital stay (day) 27.6 ± 42.8 34.5 ± 51.8 29.0 ± 42.8 26.9 ± 34.2 0.0357

Glasgow Outcome Scale (N, %)

Gr 22 (7.4) 29 (7.6) 29 (6.1) 47 (6.5)

MD 20 (6.7) 38 (10.0) 47 (9.8) 70 (9.7)

SD 44 (14.8) 79 (20.7) 95 (19.8) 168 (23.3) 0.0003

VS 24 (8.1) 50 (13.1) 58 (12.1) 114 (15.8)

D 188 (63.1) 185 (48.6) 250 (52.2) 322 (44.7)

Survival rate (N, %) 102 (35.1) 196 (51.4) 229 (47.8) 399 (55.3) ＜0.0001

Dependent survivor (N, % in all) 68 (23.2) 129 (33.9) 153 (31.9) 279 (39.1) ＜0.0001

Table 3 Transition of mortality and functional outcome

Fig.3 Transition of outcome in geriatric TBI patients
(Over 65 years old).

The mortality rate in geriatric TBI was significantly decreased
(p=0.0003, see also in Table 3).  On the other hand, severe dis -
abled patients (SD) was significantly increased.  Conclusively,
the overall dependent survivor (SD+VS) was increased. 
Abbreviation: GR; good recovery, MD; mild disability, SD;
severe disability, VS; vegetative state, D; dead

Abbreviation: GR; good recovery, MD; mild disability, SD; severe disability, VS; vegetative state, D; dead

Abbreviation: HITT; Hematoma Irrigation and Trephination Therapy
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5. 高齢者頭部外傷における機能的転帰不良群の
特徴

高齢者頭部外傷における機能的転帰に関与する

因子は何か検討すべく，P1998〜P2015 から退院

時転帰良好群（GR, MD 群）と転帰不良群（SD, VS,

D 群）の差異について検討した（Table 4）。転帰良

好 と 不 良 群 の 間 で 年 齢 ，体 温 ，血 糖 値 ，ISS，

GCS，瞳孔異常，骨折の有無，外傷性くも膜下出

血の割合，脳室内出血の割合に有意差を認めた。

p<0.1 であった項目を独立変数とし，転帰不良を

従属変数としたロジスティック回帰分析を施行す

ると，年齢 75 歳以上，ISS 25 以上，GCS 8 以下，

外傷性くも膜下出血の存在，脳室内出血の存在が

独立した予後不良因子であった。この中で脳室内

血腫の存在が最も強い予測因子であった（ OR
3.99，95％CI 2.05〜7.76，p<0.0001)（Table 5）。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

1． 高齢者重症頭部外傷の高齢化が進行し，患者
の“超高齢化”も進んでいる

近年における医学の進歩に伴い，わが国の高齢

者人口は急峻な増加傾向にある。我が国の総人口

は平成 29 年（2017 年）の時点で 65 歳以上の高齢

神経外傷 Vol.41 2018

Table 4 Univariate analysis between good and poor outcome (1998–2015)

Good outcome (GR+MD) Poor outcome (SD+VS＋D) p–value

No of patients 302 1,577

Age (years old) 74.2 ± 7.0 77.1 ± 7.4 ＜0.0001

Systolic blood pressure (mmhg) 149.5 ± 30.9 147.4 ± 50.9 0.4817

heart rate ( ⁄ min) 85.8 ± 19.7 87.4 ± 28.4 0.3590

respiratory rate ( ⁄min) 20.2 ± 5.5 19.9 ± 8.9 0.6506

Body temperature (℃) 36.3 ± 1.1 36.1 ± 1.3 0.0029

Blood sugar (mg/dl) 158.4 ± 46.9 187.9 ± 71.3 ＜0.0001

ISS 20.9 ± 9.7 25.6 ± 12.0 ＜0.0001

GCS 9.9 ± 3.9 6.5 ± 3.4 ＜0.0001

Pupil abnormality (N, %) 46 (15.2%) 697 (44.2%) ＜0.0001

Valut fracture (N, %) 115 (38.1%) 697 (44.2%) 0.0064

Basal skull fracture (N, %) 41(13.6%) 277 (17.6%) 0.0406

Traumatic SAh (N, %) 148 (49.0%) 1,093 (69.3%) ＜0.0001

IVh (N, %) 10 (3.3%) 272 (17.2%) ＜0.0001

Focal injury (N, %) 232 (76.8%) 1,219 (77.3%) 0.5819

Abbreviations : ISS ; Injury Severity Score, GCS; Glasgow Coma Scale, SAH; Subarachinoidal hemorrhage, IVH; Intraventricular
hemorrhage, GR; good recovery, MD; mild disability, SD; severe disability, VS; vegetative state, D; dead

Table 5 Logistic regression analysis of probability of
unfavorable outcome

Odds (95%CI) p–value

Age≧75 2.60 (1.97 – 3.42) ＜0.0001

GCS≦8 2.39 (1.78 – 3.19) ＜0.0001

ISS≧25 1.88 (1.42 – 2.48) ＜0.0001

Pupil abnormality : Yes 2.56 (1.77 – 3.70) ＜0.0001

Valut fracture : Yes 1.08 (0.81 – 1.49) 0.599

Skull base fracture : Yes 0.83 (0.64 – 1.44) 0.830

Traumatic SAh: Yes 2.08 (1.56 – 2.78) ＜0.0001

IVh: Yes 3.99 (2.05 – 7.76) ＜0.0001

Abbreviation : GCS; Glasgow Coma Scale, ISS ; Injury
Severity Score, SAH; Subarachinoidal hemorrhage, IVH;
Intraventricular hemorrhage
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者人口は過去最高の 3,514 万人となり，総人口に

占める割合（高齢化率）も 27.7％と，4 人に 1 人が

高齢者という現状がある 2）。また 90 歳以上の人口

が初めて 200 万人を超え，我が国は超高齢化社会

にシフトしている。総人口が 21 万人減少する一

方，高齢者は 57 万人増加したという事実からも，

我が国の総人口は今後少子化に伴う長期の人口減

少過程に入ると予測される一方で，いわゆる「団塊

の世代」が高齢者となり益々高齢者が増加すると

推測される。2035 年には 3 人に 1 人，2060 年に

は国民の 2.5 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者となる

ことが予測され，未曽有の高齢化社会の到来が予

測される 2）。

我が国における高齢者重症頭部外傷の割合は，

この人口構成の変化を受け増加傾向にある。今回

の我々の結果でも，前回の我々の報告で報告され

た以上に 1），高齢化傾向がさらに顕著になってい

る結果を示した（Fig.1）。

一方 10 歳代，20 歳代の頭部外傷患者は P2009
までは低下傾向を示していたが，2015 年では一転

してやや増加傾向に転じているのは特記すべきで

ある。

この原因は明確ではないが，スポーツや交通外

傷，転落などによる高エネルギー外傷への備えも

不可欠であることを示しているといえる。また，

これからの高齢化社会を支えるべき若年者人口の

減少回避のためにも，引き続き若年者における頭

部外傷への啓発も必須であるといえる。

一方，高齢者のカテゴリーの中では，Fig.2 の如

く，75 歳以上の超高齢者の頭部外傷も年々増加し

ていることが今回の検討で明らかとなった。超高

齢者頭部外傷の増加が医療経済的に新たな問題を

惹起していると報告されている。

米国からの報告では，若年患者に比し，65 歳以

上の高齢者は CT や MRI を撮る頻度が 3 倍，ICU
に入院する頻度が 4 倍に至るといわれている 3）。

また，1 人当たりの平均年間医療費は 73,000 から

78,000 米ドルに及び，再入院率も高いといわれて

いる 4）。我が国でも 75 歳以上の頭部外傷患者がさ

らに増加することが推測され，この分野における

医療経済的側面の重要性も決して看過できない。

2． 高齢者頭部外傷における Overview の変遷

Table 1 に 示 さ れ た 如 く ，GCS，特 に motor
score の増加を認めたことは特記すべき結果であっ

た。この要因は不明であるが，高齢化に伴う局所

性損傷の増加により 5），talk and deteriorate （T
and D）群が増加し 6），初診時 GCS の増加を認め

たのではないかと推測される。このことを確認す

べく今回のデータ検討をさらに加えた結果，有意

に局所性損傷群での T and D 群が多く認められて

いた（びまん性群 11.3％，局所性損傷群 24.1％，

p≦0.0001）。

また，円蓋部骨折の頻度は減少したものの頭蓋

底骨折および頭蓋内空気，外傷性くも膜下出血，

脳室内出血の増加を認めた。特に外傷性くも膜下

出血の頻度は P2015 で高齢者の 72.7％に認められ

た結果となった。加齢に伴う受傷以前の凝固能障

害，アスピリンや抗凝固薬の常用，動脈硬化やア

ミロイド血管症に伴う血管の脆弱性増加が高齢者

頭部外傷における特有の病態生理として以前より

指摘されており 7），高齢者頭部外傷の中でのさら

なる年齢高齢化にともない外傷性くも膜下出血が

増加した可能性が考えられる。

外傷性くも膜下出血は，脳血管攣縮による遅発

性脳血管障害の可能性を示唆し，外傷性くも膜下

出血が存在した場合，存在しなかった場合に比し

て死亡率が 2 倍増加する 1）。高齢者頭部外傷にお

いても転帰規定因子の一つとして重要な所見とな

るであろう。

3． 高齢者頭部外傷における積極的治療の増加

頭部外傷の一般的特徴として，転帰は加齢ととも

に悪化するといわれており，受傷時年齢は重要な転

帰規定因子のひとつとして挙げられている 8,9,10,11）。

これには高齢者脳組織の生理的脆弱性自体に原因

があると結論している報告も散見され 7,12），積極

的治療を行っても，脳組織や脳血管自体の“老化”

神経外傷 Vol.41 2018
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により多くの症例が転帰の改善を得られない厳し

い現状がある 13）。また，現在のところ高齢者特有

の病態を加味した，高齢者に特化した治療やエビ

デンスレベルの強いガイドラインはなく，どのよ

うな患者にどこまで積極的治療の判断を行うべき

かの判断は難しい 14）。私たち神経外科医は治療す

べきかの判断に迷い，自らの判断がもたらす結果

に憂慮し，自責の念に苛まれるケースをしばしば

経験する。しかし，今回の検討において，高齢者

頭部外傷患者に積極的治療を施行する割合はむし

ろ増加傾向にあることが明らかとなった。特に穿

頭術の割合が増加し，開頭術の割合が減少したが，

これには，治療医が高齢者の体への負担を考慮し，

より非侵襲的な治療を選択した結果ではないかと

思われる。

また，積極的体温管理療法においても平温療法

での治療が主であり，脳低温療法の患者は急激な

減少を示した。特に P2015 では，脳低温療法を施

行した症例は高齢者症例の 1.5％にすぎなかった。

これは，2011 年の Clifton らの多施設共同研究で

脳低温療法全体としてその有効性が認められな

かったこと，45 歳以上の症例において脳低温療法

が転帰不良をかえって増加させたという結果が大

きく影響したのではないかと思われる 15）。対象疾

患は異なるが，心停止後症候群における平温療法

と脳低温療法を比較した臨床研究（TTM Trial）の

結果 16）も，影響を及ぼしているのかもしれない。

一 方 ， ICP モ ニ タ リ ン グ 施 行 率 は P1998，

P2004，P2009 の 3 群ともに 30％以下であったが

P2015 では 36.6％であった。ICP モニタリングは

我が国の「重症頭部外傷治療・管理のガイドライ

ン」のなかで最も強い推奨事項の一つとなってい

るものの，世界的にはエビデンスレベルの高い報

告は依然存在していない。また高齢者においては

脳血管自動調節能が若年群に比して低下する 12）た

め，高齢者特有の ICP，CPP の治療閾値はどのレ

ベルが好ましいか等，高齢者頭部外傷においても

さらに研究継続が必要であると思われた。

4． 死亡率は有意に減少したが機能的転帰不良群
も有意に増加

上記の如く，神経外傷医らの積極的な治療努力

により，P1998 以降，高齢者頭部外傷の死亡率は

有意に減少した。しかしながら対象的に severe
disability 群の割合が有意に上昇した結果となった

（Table 3）。また，生存患者のうち，生活に介助・

介護が必要と思われる dependent survivor の割合

（SD+VS ⁄ survivor）も年々増加し，P2015 では全

症例の 39.1％，生存者の 86.6％が要介護状態に

あった。高齢者頭部外傷における今後の課題は，

患者の救命はもちろんのこと，救命後も，いかに

患者の機能転帰を改善させるかにあると思われ，

さらなる神経保護治療，リハビリテーション医療，

そして再生医療を含めた包括的な治療戦略を構築

する努力が必要であると思われた。

5． 高齢者頭部外傷における転帰不良因子

今回の我々の検討結果から，高齢者頭部外傷で

も積極的な治療により生命予後を改善させる可能

性が示唆されたが，その一方で，機能転帰の改善

が今後の目標であることが明らかとなった。しか

し，いかなる積極的治療を施行しても機能転帰改

善が難しい症例を実臨床でしばしば経験する。患

者が長期の寝たきりや植物症に陥ってしまう場合，

患者家族の心的・経済的負担も大きく，どのよう

な患者にどこまで積極的治療を行うべきか，ある

いはどのような患者に積極的治療を断念すべきか

の判断は非常に難しい。また，急場の事態に直面

された患者家族も，限られた情報の中で治療承諾

を決定しなければならず，若年者頭部外傷以上に

その心的負担は計り知れない。

患者家族の上記のような負担を少しでも軽減さ

せるためにも，医療を与える側の我々も，積極的

治療をしたらどうなるか，ある程度の転帰予測を

情報として提示する必要がある。

このような意図から，高齢者頭部外傷における

転帰不良因子は何か，単変量および多変量解析に
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て検討した。

高齢者頭部外傷全データのうち，転帰良好例

（GR＋MD：302 例），機能的転帰不良例（SD+VS＋

D：1,577 例）の 2 群間において，来院時の生理学

的重症度，解剖学的重症度，損傷所見を比較した

が，この検討において

・ 年齢 75 歳以上

・ ISS 25 以上

・ GCS 8 以下

・ 外傷性くも膜下出血の存在

・ 脳室内出血の存在

が有意な機能的転帰不良因子であり，特に脳室内

出血の存在は非常に強い予測因子であることが明

らかとなった。

過去の我々の報告でも，高齢者頭部外傷の予後

決定因子のなかに年齢 75 歳以上，Initial GCS 8 以

下という項目が含まれており 1），今回の結果も妥

当なものと考えられる。

積極的治療の方針決定に際し，決してこれら単

一の転帰不良因子のみで治療を判断されるべきで

はないと思われるが，すべての項目が当てはまる

場合には，転帰改善を望むのは難しいといえるだ

ろう。

高齢者外傷の積極的治療で最大限の治療効果を

得るためには，受傷後早期における治療が最も重

要であるとされており 17），迅速な decision making
が若年者以上に重要である。そのための情報の 1
つとして今回のデータが参考になれば幸いである。

Ⅴ─────────────── おわりに ─

今回の検討では，高齢者頭部外傷に対する積極

的治療により高齢者重症頭部外傷の生命転帰は改

善していた。積極的治療もより低侵襲のものが選

択されつつあり，患者年齢の高齢化にもかかわら

ず生命転帰が改善されていたことは評価すべきで

ある。今後は，患者救命後いかに機能的転帰を改

善させるかが治療戦略の新たな目標になると考え

られた。また，積極的治療に不応の「絶対的転帰

不良群」をどのように捉え，迅速な治療意思決定

に生かしていくかが今後の課題であると思われた。

著者全員は日本脳神経外科学会への COI 自己申告を完了
しています。本論文の発表に関して開示すべき COI はあ
りません。
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

重 症 急 性 硬 膜 下 血 腫（ASDH：acute subdural
hematoma）の死亡率は 4〜7 割と高い 7,9）。ASDH
の予後因子として，年齢や，Glasgow Coma Scale

（GCS），凝固異常や瞳孔所見，CT 所見などがこれ

まで重視されてきたが 10,12），近年では減圧される

までの時間も重視されつつあり，近年，緊急穿頭

血腫洗浄や hematoma irrigation with trephination
therapy （HITT）を開頭血腫除去までの時間稼ぎと

症例報告
神経外傷 41（2018）81 – 85Official Journal of The Japan Society of Neurotraumatology

大熊 佑 1,2      家護谷 泰仁 1    五月女 悠太 1

松田 勇輝 1     佐藤 悠 1         田邉 智之 1

村岡 賢一郎 1  廣常 信之 1      西野 繁樹 1

Yu OkuMA1,2, YASuhITO keGOYA1, YuTA SOTOMe1

YukI MATSuDA1, Yu SATO1, TOMOYukI TANABe1

keNIChIrO MurAOkA1, NOBuYukI hIrOTSuNe1

ShIGekI NIShINO1

1  広島市立広島市民病院
  脳神経外科・脳血管内治療科
  Department of Neurological Surgery,
   Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital

2  Department of emergency Medicine –
   Cardiopulmonary, Feinstein Institute
   for Medical research, Manhasset, NY, uSA

Key words :
      Acute subdural hematoma
      Craniotomy
      Cranioplasty
      Curettage with a toothbrush

Received August 3, 2018
Accepted November 8, 2018

Neurotraumatology 41 : 81–85, 2018

The cranioplasty sometimes seems to offer patients
clear benefits in terms of not only cosmetic im -
provement but also neurological improvement.  In this
report, we describe the case with acute subdural
hematoma after an emergency cesarean section, who
was a 34–year–old, pregnant woman.  She had con -
vulsions accompanied by impaired consciousness
following a severe headache the day after tomorrow of
cesarean section.  Computed tomography scan showed
acute subdural hematoma.  We transported her to the
operative room within half an hour and performed a
craniotomy and evacuated hematoma by curettage
with a toothbrush following emergency hematoma
irrigation with burr hole.  unfortunately, she persisted
vegetative state for 14 days.  But she recovered dra -
matically a few days after we performed cranioplasty.
Finally, her outcome was up to Modified rankin scale
1.

頭蓋形成術後に急速な神経機能改善を認めた急性硬膜下血腫の 1例
A case of neurological recovery after cranioplasty following removal of acute subdural hematoma
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する報告など 6,11）も増えている。また，外減圧術

後の頭蓋形成術については，これまで，脳保護や

美 容 の 観 点 か ら ， あ る い は sinking skin flap
syndrome の予防目的で行われきたが 8），近年意識

状態や認知機能との関連を調べる報告も増えてき

た 1,19）。今回，緊急帝王切開術 2 日後に意識レベ

ル低下と両側瞳孔散大を認め，頭部 CT で midline
shift を伴う右急性硬膜下血腫を認めた 1 例に対し

て，緊急穿頭血腫洗浄など迅速な減圧を果たし，

更に遷延した意識障害が，頭蓋骨形成術施行 2 日

後より急激に改善した症例を経験したので，文献

的考察も交えて報告する。

Ⅱ─────────────── 症　　例 ─

患　者：34 歳，女性

既往歴：2 日前に緊急帝王切開術後（エノキサパ

リン使用中）

現病歴：妊娠 39 週 5 日に前期破水で入院，胎児

ジストレス，絨毛膜羊膜炎あり，入院翌日に脊髄

くも膜下麻酔下に緊急帝王切開術を施行した。術

翌日は順調で，自力歩行と ADL は自立していた

が，術 2 日後，誘因不明ながら突然の頭痛の訴え

と頭皮をかきむしる動作あり，その 4 分後痙攣様

症状あり，産婦人科主治医対応の上当科相談と

なった。

急 変 時 現 症 ： Japan Coma Scale: 200， GCS:
E1V1M2，両側瞳孔散大（右 5 mm，左 4.5 mm），

対光反射無し（発症 10 分後）。

来院時検査所見：頭部 CT で鉤ヘルニア，midline
shift を伴い，heterogeneous な density の右 ASDH
を認めた（発症 15 分後）(Fig.1–A)。

経　過：発症 25 分で手術室に移動し，緊急開頭

血腫除去術を施行した。プロタミンによるリバー

スの上，最初に緊急穿頭血腫洗浄を企図し，開頭

血腫除去術予定の皮切とは別に，血腫の最も厚い

部分で皮切の上，burr hole を穿ち，同部から吸引

管ならびに脳槽ドレーンを用いて，漿液性分の血

腫をできるだけ除去し減圧した。その後大きな前

頭側頭開頭施行，シルビウス裂中心に厚い血腫確

認，清潔歯ブラシで慎重に掻き出すと，速やかに

一塊にして血腫除去できた。頭頂−側頭葉に 2 ヵ

所，active bleeding あり，そのやや前方には一部

軽度の挫滅した脳組織を認めた。出血源は酸化セ

ルロース剤，フィブリン糊で圧迫止血した。人工

硬膜を使用し，外減圧術も施行し，画像上はよく

減圧でき，再出血も，脳浮腫もきたさなかった

（Fig.1–B）が，術翌日に GCS: E1V1M3 となり，術

4 日後には GCS: E1V1M5 迄改善したが，以後は

横ばいで，意識障害は遷延した。症候性てんかん

や可逆性脳血管攣縮症候群，汎下垂体機能低下症

などを考え，脳神経内科にて脳波測定の上，評価

も，振幅は低いものの，棘波など異常脳波は認め

ず，脳波上はてんかんを積極的に疑う所見は得ら

れず。下垂体，副腎，甲状腺ホルモンの血中濃度

もいずれも正常であった。ナトリウムやカリウム，

カルシウム，マグネシウムといった電解質も正常

であった。抗てんかん薬としてレベチラセタムを

投与開始するも，量を漸増，漸減させても効果な

く，プロチレリン酒石酸塩水和物やシチコリンを

試すも効果を得られなかった。術 11 日後には単純

造影頭部 MRI 施行も，拡散強調画像で右前頭葉と

右視床に淡い高信号域を認めるのみ（Fig.2）であっ

た。術 14 日後に自家骨を用いて，頭蓋形成術施

神経外傷 Vol.41 2018

Fig.1 A: Computed tomography (CT) scan showed
acute subdural hematoma (ASDH) with uncal hernia -
tion and midline shift.  B: CT scan after decompressive
craniectomy showed removed ASDH and rescue from
uncal herniation and midline shift.  The brain was not
so much swelling.  L: Left
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行。清潔歯ブラシで，oozing するところまで創部

の辺縁組織を良く洗浄，自家骨弁も清潔歯ブラシ

で良く洗浄の上，クラニオフィックスアブソーバ

ブル小 5 個で骨弁固定（Fig.3）した。頭蓋形成術 2
日後より GCS: E3V4M6 となり，頭蓋形成術 4 日

後には GCS: E4V5M6 まで回復，頭蓋形成術 7 日

後の評価では，発語明瞭，構成失行，観念失行，

観念運動失行いずれも認めず，身体失認，市空間

失認も認めなかった。頭蓋形成術から 11 日後の単

純頭部 MRI 再検では，拡散強調画像上変化は消

失 ， fluid–attenuated inversion recovery （ FLAIR）

画像上は視床に淡い高信号域を認めた（Fig.3）。職

場復帰，子育て含めた家事全般への復帰を目指し，

右動眼神経麻痺を残し，発症 44 日後にリハビリ

テーション転院。発症 4 ヵ月後の外来受診時には

右動眼神経麻痺も回復（Fig.4）し，ほぼ後遺症を認

めなくなり，社会復帰を果たした（mRS: 1）。

Ⅲ─────────────── 考　　察 ─

ASDH は，頭部外傷に伴い架橋静脈が破綻し発

生するものが大多数を占めるが，明らかな外傷機

転を伴わない特発性は高血圧，脳動静脈奇形，動

脈瘤，腫瘍，感染など脳の器質的疾患の他に，高

神経外傷 Vol.41 2018

Fig.2 A: Diffusion weighted imaging (DWI) showed us
the mild damage of right frontal lobe.  B: DWI also
showed us the mild damage of right thalamus.  C:
Magnetic resonance (MR) angiography showed no evi -
dence for abnormal arterial blood flow in the intracranial
circulation.  D: MR imaging also showed us no evidence
for abnormal pituitary.  L: Left

Fig.3 A: 3D Computed tomography (CT) scan after
cranioplasty showed there was an emergency burr hole
in the center of the bone flap.  B: CT scan after cranio-
plasty also showed this brain recovered well.  C:
Magnetic resonance (MR) angiography showed no
evidence for abnormal arterial blood flow in the intra -
cranial circulation.  D: Fluid–attenuated inversion re -
covery (FLAIR) imaging showed us the mild damage of
right thalamus remained.  L: Left

Fig.4 The changes of bilaterally dilated and nonreactive
pupils.  A: severe oculomotor nerve palsy.  B: mild
oculomotor nerve palsy.  C: recovery from oculomotor
nerve palsy.  L: Left
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血圧や凝固異常なども原因とされ，ASDH 全体の

2.0〜6.7％を占めるとされる 2,5）。また，脊髄くも

膜下麻酔後の ASDH の発症頻度は 50 万〜100 万

分の 1 と報告されて，くも膜下腔内圧の急激な減

少が生じた際に，強く牽引された架橋静脈が破綻

し発生すると考えられている 3,4）。脊髄くも膜下麻

酔とエノキサパリンについては，穿刺部を中心と

した硬膜外血腫，硬膜下血腫に注意が必要とされ

る報告もある 18）。本症例が特発性なのか，外傷性

なのか，脊髄くも膜下麻酔やエノキサパリンの影

響があるのかは，最終的に断ずるまでには至れな

かったが，治療時には，その全てを配慮し，手術

戦略を建てると共に，治療や観察を行った。

脳出血・脳梗塞は妊産婦死亡原因の 15％を占め，

産科危機的出血に次ぐ妊産婦死亡の原因とされる

疾患とされる 13）。本症例の場合，院内発症でもあ

り，手術室入室を発症から 30 分以内に果たすこと

ができた。ASDH を含む神経外傷において，一次

損傷以上に，二次損傷が重篤化を招くと考えられ

ており 15），減圧が果たされるまでの時間が延びれ

ば予後不良因子となりうる。緊急穿頭洗浄術を施

行することにより，脳ヘルニアの解除ができ，歯

ブラシを使用し，脳表にあまり負担をかけず，en–
block に血腫が除去でき，出血源を速やかに止血で

きたことで，早期の減圧を果たし，二次損傷を回

避することに繋がった 16）。

遷延性意識障害の原因は，症候性てんかんや可

逆性脳血管攣縮症候群・子癇，汎下垂体機能低下症

など複数考え，種々投薬治療を試したが，いずれ

も効果に乏しかった。右視床に信号変化もあり，

意識障害が回復しないことも十分考えられた。視

床の信号変化は残存したが，頭蓋形成術数日で劇

的な回復を認めた。頭蓋形成術については，比較

的容易な手術とされる一方，従来は目的が脳保護

や美容，sinking skin flap syndrome 予防とされる

が故，全身状態によっては感染や後出血など合併

症との兼ね合いを考えるべきともされてきた 8）。

神経機能回復に対する報告については，肯定する

もの 1），否定するもの 19），それぞれ認める。頭蓋

形成術後，拡散強調画像において可逆的な変化を

認めたことを含め，意識改善の誘因としては，

sinking skin flap syndrome 状態から血流が改善し

た結果である可能性の他，nonconvulsive status
epilepticus，可逆性脳血管攣縮症候群・子癇の状態

であった可能性も否定はできないと考える。病状

とも相談となるが，ビデオ持続脳波測定や，脳血

管撮影検査や核医学検査等による脳血流検査がで

きていればより詳細な評価につながったかもしれ

ない。神経原性眼球運動障害のうち，自然寛解す

るものは，通常 3〜4 ヵ月程度で寛解する 17）。ま

た，視床障害において，動眼神経麻痺は予後不良

因子とする報告もある 14）が，本症例では，幸いに

も発症 4 ヵ月後にはほぼ完全な回復を認めた。

Ⅳ─────────────── おわりに ─

誘因不明の産褥期 ASDH に対し，開頭血腫除去

術，外減圧術施行も意識障害が遷延したが，頭蓋

骨形成術施行後より意識障害改善した 1 例を経験

した。迅速な初期対応，緊急穿頭洗浄術，速やか

な血腫除去と止血が，速やかな減圧につながった。

頭蓋形成術が意識障害回復の一助になる場合もあ

ることを一考する価値はあると思われた。最後に，

所属先追加にあたり，中山人間科学振興財団より

平成 30 年度海外渡航助成をいただいたことに深謝

する。

著者全員は日本脳神経外科学会への COI 自己申告を完了
しています。本論文の発表に関して開示すべき COI はあ
りません。
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Introduction: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis
(DISh) is a distinct clinical entity presenting extreme
hyperostosis in vertebral bodies, differentiated from
ankylosing spondylosis.  We report a case of DISh with
delayed thoracic and cervical spinal cord injuries fol -
lowi ng a minor trauma.

Case presentation: A 69–year–old man, with moder -
ate mental retardation, fell forward in a street and was
taken to a second emergency hospital, without neuro -
logical deficits or abnormal findings on brain com -
puted tomography.  Thirty hours after the injury, he
was taken to our hospital presenting urinary and fecal
incontinence and total paraplegia.  Anal reflex was
absent.  The neuroradiological findings showed un -
stable fracture and spinal injury at T11 level, associated
with extensive hyperostosis of anterior longitudinal,
supraspinous, and interspinous ligaments, suggesting
DISh.  his posterior longitudinal ligament was ex -
treme ly ossified, and subarachnoid space was narrowed
from the upper cervical to the upper thoracic spine.
There was no cervical spinal injury.  he underwent
posterior fixation from T9 to L2, aiming for his early
mobilization, three days after injury.  unfortunately,
he got another cervical spinal cord injury, eleven days
after the initial injury, causing dyspnea and tetra
paresis, and he died of pneumonia fifty one days after
the initial injury.

Discussion and Conclusion: DISh may cause de -
creased mobility of the spinal column, leading to
vertebral body fractures and instabilities followed by
delayed neurological deterioration after minor trauma.
Fractures in DISh must be carefully assessed for
instability.  earlier diagnosis is needed allowing the
chance of surgical treatment for unstable fractures to
achieve better neurological outcomes.  The surgical
treatment may be from two to three above and below
posterior spinal fixation.  however, surgical indications
should be carefully considered because of the high
incidence of perioperative complications.

外傷後に遅発性対麻痺を生じたびまん性特発性骨増殖症の 1例
Delayed paraplegia after trauma complicating diffuse idiopathic skeletal hyperostosis :
A case report
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

びまん性特発性骨増殖症（diffuse idiopathic skel -
etal hyperostosis ; DISH）とは 1950 年に Forestier
らが，強直性脊椎炎（ankylosing spondylitis ; AS）

と異なる病態を持ち，椎体の著明な骨増殖性変化

と脊柱の靭帯の著明な石灰化，または，骨化を

呈 する疾患として初めて報告した 3）。1975 年

Resnick らにより診断基準が提唱され，現在でも

用いられている。① 石灰化，骨化を少なくとも 4
つの連続した椎体で認めること，② 罹患領域で椎

間板腔が比較的保たれていて，椎間板変性を示唆

する所見がないこと，③ 仙腸関節部での骨侵食

像，硬化像，骨癒合を認めないこと，以上の 3 つ

を全て満たすものとしている 3,15）。

当施設では，軽微な外傷で胸椎骨折をきたした

後に遅発性麻痺が生じ，さらに明らかな誘引なく

骨傷を伴わない頚髄損傷を合併した DISH の 1 例

を経験したので報告する。

なお，本症例の当該患者の家族から，症例報告

を行うことの同意を得ている。

Ⅱ─────────────── 症　　例 ─

患　者：69 歳，男性。

主　訴：体動困難，尿･便失禁。

既往歴：知的障害（3 歳時から IQ 35 以下），頭

部外傷（20 年前），高血圧症。

社会生活歴：母，姉夫婦と同居。無職。Activity
of Daily Living は自立。簡単な訴えしか話さない。

現病歴：某日 15 時，路上で前向きに転倒し嘔吐

を認め前医へ搬入された。救急医により頭部

computed tomography（CT）を施行されたが，異

常所見を認めず独歩で帰宅した。受傷から 7 時間

後，前傾姿勢で歩行可能であった。受傷から 16 時

間半後である，第 1 病日 7 時半，起床してこず腰

痛を訴えた。受傷から 30 時間後，尿 ･便失禁し，

体動困難となっているところを家人に発見され当

院へ搬入された。

身体所見：収縮期血圧 138 mmHg，脈拍数 84
回／分，呼吸数 15 回／分，腸蠕動音正常。

血液検査所見：酸素投与なしに動脈血酸素分圧

64 Torr，動脈血二酸化炭素分圧 38 Torr，動脈血

酸素飽和度 94％，Hb 9.0 mg/dl，Hct 32.1％，血

小板 32.5 万 /µl，PT–INR 1.18，APTT 28.2 秒，

D ダイマー 13.7 µg/ml。
神経学的所見：徒手筋力テストにおいて，両下

肢 0，両上肢 5，肛門反射の消失を認めた。既往の

知的障害により，感覚障害範囲の同定は不可能で

あった。

放射線学的所見：胸腰椎単純 X 線では上位胸椎

から下位腰椎に前縦靭帯の骨化像を認め，T11 椎

体から T11/12 椎間関節に及ぶ不安定型骨折を認

めた（Fig.1）。仙腸関節部に異常所見を認めなかっ

た。胸腰椎 CT では上記所見に加え，棘上靭帯，

棘間靭帯等の後方要素の著しい骨化を認めた
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Fig.1 Thoracic plain radiography (lateral view) taken
on admission showing collapsed vertebral body at T11
level (white arrow), and ossification of anterior longitu-
dinal ligament (OALL: white arrowheads).
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（Fig.2–a）。同部の three–dimentional CT では脊柱

は長管骨のように高度に癒合しており，骨折部の

頭尾側で骨の転位を認めた（Fig.2–b）。胸腰椎

magnetic resonance imaging（MRI）では骨折部位

で胸髄くも膜下腔の消失を示し，髄内 T2 weighted
imaging（T2WI）高信号を示した（Fig.3）。頚椎 CT
で ，後 縦 靭 帯 骨 化（ossification of the posterior
longi tudinal ligament; OPLL）像を C1 から上位胸

椎まで認めた（Fig.4–a）。頚椎 MRI では C2/3，お

よび C3/4 高位で頚髄くも膜下腔の消失を示した

が，髄内 T2WI 高信号を示さなかった（Fig.4–b）。

胸腹部 CT では，両側少量胸水，右腎周囲の血腫

を認めた。

診　断：DISH における T11 骨折を伴う胸髄損

傷（American Spinal Injury Association Impairment
Scale A）。

治療経過：入院後収縮期血圧 60 mmHg 台と低

値を認めた。呼吸不全を認めなかった。脊髄損傷

高位は T11 であり，神経原性ショックをきたす高

位として典型的ではなかった。敗血症性，心原性，

アナフィラキシーショックを除外し，CT 画像上認

められていた右腎周囲の出血による出血性ショッ

クと診断した。赤血球と新鮮凍結血漿輸血を行い，

カテコラミン投与下に収縮期血圧を 100 mmHg 以

神経外傷 Vol.41 2018

Fig.2
a: Thoracolumbar CT scan (sagittal view) showing ossi-
fication of posterior component of the spinal column
(white arrow) along with OALL.
b: Three–dimentional CT scan showing thoracolumbar
spinal column mimicking a long bone, with dislocation
of the above and below the fracture site (white arrows). Fig.3 Thoracolumbar MRI (T2 weighted image, sagittal

view) showing absence of the subarachnoid space at
the fracture site (white arrow).

Fig.4
a: Cervicothoracic CT scan (sagittal view) showing
ossification of posterior longitudinal ligament from
upper cervical to upper thoracic spine.
b: Cervicothoracic MRI (T2 weighted image, sagittal
view) showing narrowed subarachnoid space from
upper cervical to upper thoracic spine.

a b

a b
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上に維持可能となり，早期離床を目的に，第 3 病

日に胸腰椎後方固定術を施行した。

手　術：全身麻酔下に，腹臥位で経皮的椎弓根

スクリュー法にて，T9 から L2 の後方固定術を施

行した（Fig.5）。出血量は 120 ml であった。

術後経過：術後両下肢完全麻痺は改善しなかっ

た。術後 1 日目に相当する第 4 病日に腸管麻痺と，

肺炎の合併による呼吸不全を併発した。第 9 病日

に気管切開術を施行した。気管切開術後両上肢麻

痺を認めなかった。第 11 病日に両上肢麻痺と呼吸

筋麻痺をきたした。同日撮影した頚椎 MRI で，C3
から C3/4 高位に新たに T2WI で髄内高信号域を

認め，頚髄損傷と診断した（Fig.6）。以後，人工呼

吸器管理を行った。第 51 病日に肺炎により死亡退

院し剖検が行われた。

剖検所見：骨折より高位の胸椎の両側椎弓根を

切断して採取した椎体部の標本では，胸椎は前縦

靱帯の著しい骨化のため 1 本の長管骨の様相を呈

していた（Fig.7–a）。骨折部の外観像は，椎体レベ

ルでの骨折を認め，骨化した靱帯に対して相対的

に脆弱性を示す椎体海綿骨部に骨折をきたしたこ

とを示していた（Fig.7–b）。
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Fig.5 Plain radiography (lateral view) taken postopera-
tively showing the posterior instrumentation from T9
to L2.

Fig.6 Cervical MRI (T2 weighted image, sagittal view)
showing spinal cord injury at C3 level (white arrow).

Fig.7
a: Autopsy imaging showing thoracolumbar spinal
column mimicking a long bone.
b: Autopsy imaging showing thoracic spinal column
including T11 vertebral body fracture indicating vulner-
ability of the vertebral bodies.

a b
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Ⅲ─────────────── 考　　察 ─

1．DISH の成因，頻度について

DISH の成因は明らかではないが，併存疾患とし

て肥満，糖尿病，高血圧症，高インスリン血症，

脂質異常症，高尿酸血症が有意に多いことが知ら

れている 11）。Resnick の診断基準を満たす DISH
の頻度は，諸家により異なるが，12〜42％と報告

されている 4,5）。DISH 症例数は男性が女性の約

1.5 倍とする報告が散見される 11,16）。

DISH と同様に脊柱の骨化を特徴とする疾患に

AS がある。両者の違いとして特筆すべきことは，

以下の点である。AS は炎症性疾患であるのに対

し，DISH は非炎症性疾患であること，AS に比

べ，DISH では椎間板腔や椎間関節の形状が比較的

保たれていること，発症年齢は AS より DISH の

方が 10〜20 歳程度高いことなどである 18）。

2．DISH に伴った脊椎骨折について

1） 診断
DISH に伴った脊椎骨折では診断の遅延が 40〜

54％にみられる 11,12,17）。DISH では，椎間板や椎

体の上下端が靭帯の骨性架橋で覆われているため，

その部分の骨性強度が強くなることにより可撓

性が失われる。椎体の中央が相対的に脆弱部とな

り軽微な外傷でも Chance 骨折が生じることが多

い 14,18）。また，骨折部位は胸腰椎移行部に多く

（56％）11），同部での過伸展損傷では棘突起を支点

とした過伸展力が脆弱化した椎体中央にかかり，

椎体前方が開大し，椎体中央部を骨折線が通る

reverse Chance 骨折を生じることが多い。上記の

ような椎体骨折を生じることが多いため，レント

ゲン検査のみでは圧迫骨折との鑑別が困難な症例，

骨折の診断すら困難な症例が存在する。正確な早

期診断のために CT が有用である 8,11）。

当症例は初診時に診断に至らず，翌日 DISH に

伴う胸椎骨折が，レントゲン，CT で診断された。

診断された時点で骨転位は明らかであったためレ

ントゲンでの診断が可能であったと考えられた。

骨折の前方は T11 椎体前面から生じ，後方は椎間

関節部に及ぶいわゆる reverse Chance 骨折であっ

た。

2） 症状，予後
DISH に伴う脊椎骨折は，three column すべて

における連続性破綻による不安定型骨折であるこ

とが多く 8,11,13），骨折部に応力が集中して約半数の

症例で遅発性に麻痺の悪化を認めること，約 58％

に脊髄損傷を合併することが報告されている 1,2,11）。

DISH に伴う脊椎骨折で脊髄損傷をきたした症例で

は，半数以上に合併症が生じる。DISH の脊髄損傷

患者での死亡率は 20〜32％と高く 70 歳以上に有

意に多い 1,17）。Caron らは，DISH は高齢者に多

く，併存疾患が多い患者がほとんどであるからと

考察している。彼らは，軽微な外傷で発症した軽

症の脊椎骨折患者でも，不安定型脊椎骨折に伴う

神経症状の重症化の可能性を認識し，速やかに固

定術を行うことが重要であると報告している 1）。

しかし，周術期合併症が多く（30％）13），その適応

は慎重であるべきである。

当症例は，不安定型胸椎骨折に伴う遅発性下肢

麻痺をきたし，胸椎骨折と胸髄損傷が同時に診断

された。診断後に出血性ショックにより血圧低下

等をきたし全身状態が安定化するまで手術を待機

することを余儀なくされた。当症例における術後

合併症である頚髄損傷は，過去の報告では渉猟し

得なかった。1 ヵ所のレベルでの脊髄損傷の治療

中に，他のレベルに脊髄損傷をきたす可能性があ

ることを念頭において治療にあたることが必要と

された。

3） 治療
治療は安定性獲得目的に 11） 後方固定術が行われ

ることが多い 1,6,10）。上下 2〜3 椎体の固定が骨折

治癒に有効とされている 1,10,13）。岡田らは，神経症

状の有無によらず，不安定型骨折であれば，保存

療法やリハビリ等は遅発性麻痺を回避できないた

め，固定術を行うことを勧めたいとしている。不

安定型骨折の所見がなく，神経所見がなければ慎

重な経過観察も選択肢となりうると報告してい
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る 12）。DISH の脊髄損傷例では，高齢に伴う骨脆

弱例が存在し 6,7,9,10），固定力を向上させる工夫とし

て， lamina hook 6,10），sublaminar taping 10） の併

用の有効性の報告がある。DISH の脊髄損傷例の他

の問題は，高齢で全身合併症が多く，手術困難例

が存在することである。木田らは手術不能のため

遅発性麻痺を生じた 1 例を報告して課題が多いこ

とを強調した 7）。

当症例では上 3 椎体，下 2 椎体の後方固定を

行った。椎弓根スクリューが back out しない程度

に骨質は保たれていたため，固定力は十分に得ら

れた。全身状態を安定化させてから手術を施行し

たが，術後頚髄損傷を併発し，離床は困難で肺炎

を合併して死亡した。周術期合併症の回避が困難

な症例であった。

受傷時の頚髄損傷は，症状，MRI 上，存在しな

かったと診断した。気管切開術後 2 日目に発症し

た頚髄損傷であった。

頚椎 CT で，OPLL 像を C1 から上位胸椎まで認

めたが C4/5 で離断される混合型の OPLL であっ

た。同部には隣接する癒合した椎間より外力が集

中しやすかったと考えられる。そのため，同部の

頭側である C3 から C3/4 高位に髄内 T2 高信号を

認める脊髄損傷をきたしたと考えられた。

頚髄損傷の原因として，挿管時，気管切開時の

頚部伸展，床上での体位交換時，入院後の頚部の

安静に対し協力が得られなかったこと等が考えら

れた。胸腰椎固定術後，気管切開直後に上肢麻痺

をきたさなかったことから，体位交換，頚部の安

静に対し協力が得られなかったことが原因と考え

られたが断定は困難であった。

Ⅳ─────────────── おわりに ─

DISH は軽微な外傷で不安定型脊椎骨折をきたし

やすいが，受傷直後は無症状のことが多く，骨折

を見逃されることが少なくない。治療に至るまで

の間に不可逆的な神経障害をきたしうる。早期に

診断されれば，不安定性を早期に解除でき，不可

逆的な神経症状を回避できる可能性がある。した

がって早期診断が重要である。しかし，日常診療

において，軽微な外傷で神経症状なく来院した患

者に，通常は検査すら行わないことも少なくない。

高齢者に DISH の頻度が高いことを認識し，軽微

な外傷でも検査を行うことが推奨されれば，DISH
患者の脊椎骨折の見逃しは減少し，早期診断，早

期治療を経て，機能予後の改善を期待できるかも

しれない。しかし，DISH は高齢者に多いため，骨

折をきたした時点で併存疾患が多く，全身状態不

良のために手術不可能例が存在すること，また，

周術期合併症が多いことが生命，機能予後に影響

を与えるため，DISH の治療において今後残された

課題は多い。

著者全員は日本脳神経外科学会への COI 自己申告を完了
しています。本論文の発表に関して開示すべき COI はあ
りません。
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Background: Confirmation of consciousness disturbance at the
injury and identification of morphological brain damage are
essential to authorize the neuro psychological impairments by
traffic accident in the process of compensation for damages.
however, com pensation for damages is sometimes claimed in the
cases whose consciousness disturbance is not evident and organic
brain damage is not identified in the brain images.  In the present
study, we analyzed trial cases in which the neuropsychological
impair ments by traffic accident was contended at court, and
clarified important factors in the judgment of the com pen sation
litigation for damages.

Methods: using precedent search system "WestlawⓇ Japan" with
keywords of "neuropsychological impairments" and "impediment",
we extracted trial cases in which approval or non–approval of
neuropsycho logical impairments by traffic accident was judged at
court from January, 2013 until December, 2017.  We analyzed the
reasons for the judgment especially in terms of consciousness
disturbance at the injury, morpho logical brain damage at acute
stage and radio logical findings including advanced Mr images and
radioisotope examinations.  We further analyzed the cases claimed
that mild traumatic brain injury (mTBI) causes the neuropsycho -
logical impairments.

Results: During this period, 67 trial cases were extracted from the
precedent search system.  Sixteen cases were judged suffering from
the neuropsychological impairments by traffic accident and 51
cases were denied.  In 16 approved cases, 10 cases were approved
as the neuropsychological impairments due to organic brain dam -
age and 6 cases were considered as non–organic mental disorders
by traffic accident.  mTBI was claimed in 25 cases, but none of
them were approved as the neuro psychological impairments.  The
role of recently developed brain studies including advanced Mr
images and radio isotope examinations was not justified in the
judgment of organic neuropsychological impairments by traffic
accident.

Conclusion: Several important points for neurosurgeons who
diagnose and manage the patients with traumatic neuropsycho -
logical impairments by traffic accident have clarified in this study.
Future registration and prospective studies are necessary to
further support the patients with the neuropsychological impair-
ments after head trauma including mTBI by traffic accident.

交通事故による頭部外傷後高次脳機能障害の認否が争われた裁判例の検討
Analysis of judgment on compensation litigation for neuropsychological impairments
after traumatic brain injury by traffic accident
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

脳の損傷により認知機能（記憶，注意，遂行な

ど）や精神機能（感情，情動，意欲など）が障害さ

れ た 結 果 生 じ る 高 次 脳 機 能 障 害（higher brain
dysfunction，neuropsychological impairment）は，

医学，行政，損害賠償とその障害を扱う領域に

よって定義に違いがある。医学的には，脳外傷や

脳卒中などの器質的脳損傷に起因する以外に発達

障害（知的障害，自閉症など），精神障害（統合失

調症など），退行性障害（認知症など）なども含ま

れ，必ずしも脳の器質的病変による障害に限定し

ているわけではない。また，行政的な高次脳機能

障害は，社会福祉制度にかかわることが大きく，

厚生労働省の高次脳機能障害支援モデル事業で示

された診断基準には，「脳の器質的病変の存在を明

らかにできない症例については，慎重な評価によ

り高次脳機能障害者として診断されることがあり

得る」と書かれており 13），器質的病変の存在が前

提であるが，もし無い場合は慎重に評価して診断

しうるとされている。一方，交通事故における損

害賠償業務でいう高次脳機能障害は，もっぱら自

動車損害賠償責任保険・共済（以下「自賠責」）にお

ける後遺障害認定基準に依るところが大きい。自

賠責（損害保険料率算出機構）では 2000 年に高次

脳機能障害認定システムを構築し，頭部外傷後の

高次脳機能障害に対する後遺障害等級を評価する

ための仕組みを確立しており，現在まで 5 回の報

告書が出されている。その中で，最新の平成 30 年

度自賠責報告書（2018 年 5 月 31 日）においても

高次脳機能障害の等級認定にあたって，受傷時の

意識障害と脳の器質的損傷（脳外傷）の存在が必要

になることが確認されている 21）。そのため，行政

的に高次脳機能障害と認定され「精神障害者保健

福祉手帳」取得し「精神障害者年金」を受給してい

る頭部外傷患者が，自賠責の後遺症認定では「非

該当」とされることがしばしばある。

平成 18 年 5 月 26 日，札幌高裁において初診時

の病名が「頚椎捻挫」であった交通事故の被害者に

器質性高次脳機能障害を認定する判決が出され

た 25）。この事例は，受傷時に明確な意識障害がな

く，また明確な脳の器質的損傷が確認できておら

ず，自賠責の基準にあてはめると頭部外傷後高次脳

機能障害と認めがたい事例であった。これ以降，外

傷後の意識障害が明らかではなく，画像検査におい

ても脳の器質的損傷が明らかでない症例であって

も，交通事故を契機として高次脳機能障害を生じた

として損害賠償請求がなされるケースが散見されて

いる。ほとんどは「非該当」とされるが，一部は自

賠責の判定基準の問題点や軽症頭部外傷後の精神神

経障害を根拠に裁判で争われている。

そこで交通事故による頭部外傷後高次脳機能障

害の認否について争われた裁判例を収集分析し，

認否の判断における意識障害や画像検査等の重要

性について医学的に検討した。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

対象となる裁判例の抽出には判例検索システム

「WestlawⓇ Japan」（ウエストロー・ジャパン株式

会社）を使用し，平成 25 年 1 月から平成 29 年 12
月までの裁判例の中から「高次脳機能障害」と「後

遺障害」をキーワードに抽出した。それらの中で

自動車保険ジャーナル（自保ジャーナル）または交

通事故民事裁判例集（交民）に掲載された判決文か

ら，交通事故により高次脳機能障害を後遺障害と

して残したか否かについて争われた事例を検索し

た。それらの判決文より，1）受傷時の意識障害，

2）急性期の形態的画像検査所見，3）特殊な MRI
検 査 や SPECT （single photon emission tomogra-
phy）や PET （positron emission tomography）など

の脳機能画像に関し判決理由を読み取り，当該交

通事故により高次脳機能障害が生じた否かの判断

要件おけるそれらの重要性や役割について検討し

た。さらに，判決文に「軽症頭部外傷（軽症外傷性

脳損傷）」（mild traumatic brain injury：以下 mTBI）
との文言のある事例を選び出し検討を行った。

神経外傷 Vol.41 2018
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Ⅲ─────────────── 結　　果 ─

この間に 66 例の裁判例が抽出された。対象とし

た裁判 66 例のうち 1 例は原告被害者が 2 名の争

いであり，本稿では被害者ごとに検討し，それぞ

れ異なる認定がなされたため，対象例数は合計 67
例であった。このうち地方裁判所での裁判が 64
例，高等裁判所での裁判（すべて控訴審）が 3 例で

あった。

裁判所が，当該交通事故と訴える障害の因果関係

を認めた事例は 16 例あり，残り 51 例は因果関係

が否定された（Table 1）。因果関係を認められた 16
例中，医学的判断を踏まえ脳の器質的損傷による高

次脳機能障害（器質性高次脳機能障害）と認定され

た事例は 10 例，脳の器質性損傷を否定し訴えた障

害は非器質性の精神障害（非器質性精神障害）であ

ると判断された事例は 6 例であった（Table 1）。

高次脳機能障害の原因として mTBI との主張が

なされた事例は 25 例あり，これらの主張は 24 例

で否定あるいは明確な判断がなされなかった。1
例は当該交通事故により mTBI を受傷したと判断

されたが，訴えた高次脳機能障害との因果関係は

否定された。つまり今回の対象 67 例においては，

交通事故により mTBI を受傷したため高次脳機能

障害が後遺したと判断された事例はなかった。

器質性高次脳機能障害と認定された事例，非器

質性精神障害と判断された事例，事故との因果関

係が否定された事例に関してそれぞれ判決内容を

検討する。

1. 器質性高次脳機能障害と認定された事例

脳の器質的損傷による高次脳機能障害（器質性

高次脳機能障害）と認定された事例は 10 例あっ

た。6 例で年齢が記載され（11〜72 歳），2 例はそ

れぞれ大学 1 年生，2 年生と記載，1 例は生まれた

年と事故年月日が記載，1 例は年齢に関する記載

がなかった。受傷時に何らかの意識障害があった

と認められたのが 7 例，意識障害がなかったとさ

れたのが 3 例であった。器質性高次脳機能障害と

して認定された 10 例中 8 例では急性期の形態的画

像検査で明らかな頭蓋内病変（脳挫傷，外傷性く

も膜下出血など）を認めていたが，自賠責でそれ

らの脳損傷が原因で器質性高次脳機能障害を発症

したと認定されなかったことに対する裁判であっ

た。急性期の形態的画像検査で頭蓋内病変が認め

らなかったにもかかわらず器質性高次脳機能障害

と認定された 2 例のうち 1 例は，受傷 1 年 4 ヵ月

後に撮影された頭部 CT において，生理的変化（加

齢変化）では説明できない脳室拡大を根拠に器質

性高次脳機能障害と認定された。

受傷時に意識障害がなく，また急性期に明らか

な頭蓋内病変が確認されなかったが，器質的高次

脳機能障害と認定された事例を示す。

事例 1（控訴審）：19 歳の男性大学生。歩道を自

転車で走行中，駐車場から出てきた乗用車に衝突

されて転倒し頭部を打撲したが，受傷時明らかな

意識障害は認められなかった。頭部外傷，頚椎・腰

椎捻挫等の診断で入院加療を受けた。事故後，物

忘れがひどく，何度も同じことを尋ねたり，買い

物に出ても何を買うのか忘れたり，道に迷うこと

神経外傷 Vol.41 2018
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Judgement Number of cases
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Denied
Non–organic mental disorders 6

Denied Denied 51

Total 67

Table 1 Summary of the judgmen
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も多くなった。大学生は mTBI 後の高次脳機能障

害と主張したが，受傷時に意識障害や健忘がなく

mTBI の診断要件を満たす状況が認められず，また

頭部 MRI では明らかな脳実質内の異常信号域や外

傷性変化を指摘できず，1 審裁判所は器質性脳損

傷に伴う高次脳機能障害が否定され，認められる

症状は非器質性精神障害による抑うつ状態または

不安状態が原因と判断された。これに対し男子大

学生は器質性高次脳機能障害であるとし控訴した。

控訴審の判決では，脳血流 SPECT により全体的に

脳血流が高度に低下していることより，認められ

る神経症状の原因は頭部外傷後の変化に求めるべ

きものであり，頭部に対する衝撃によってびまん

性軸索損傷を発症し，これが起因となって多彩な

神経症状を起こしたとして器質性高次脳機能障害

と認定された。なお 1 審では mTBI との主張は否

定されたが，控訴審では外傷が mTBI であったか

否かに関しては判断されなかった。

2. 非器質性精神障害と判断された事例

非器質性精神障害と判断された事例は 6 例（年

齢 19〜65 歳）であった。受傷時に何らかの意識障

害を認めていたのは 1 例で，残りの 5 例では意識

障害はなかった。急性期の形態的画像診断では，1
例で頭部 CT にて外傷性くも膜下出血を認め，慢

性期（受傷から 3 年半）の頭部 MRI にて，右側頭

葉に数ヵ所の軽微な脳挫傷痕と両側頭頂葉の脳表

にヘモジデリンの沈着を認めた。また 1 例で急性

期に前頭葉底部に脳挫傷と左急性硬膜下血腫が認

められたがその後病変が縮小し，さらに亜急性期

の頭部 MRI にて両側前頭葉の脳挫傷が疑われた

が，3 ヵ月後の再検では脳挫傷は検出できなかっ

た。これらの 2 例では，画像所見は当該交通事故

による器質性高次脳機能障害を裏付ける異常とは

認められなかった。残りの 4 例は受傷後に初めて

受診した医療機関で行われた画像検査では頭蓋内

に異常を認めなかったか，頭部の画像検査が行わ

れておらず，診断された傷病名は主に打撲・捻挫

（頚椎あるいは腰椎）・挫傷であった。3 例で慢性期

に脳血流 SPECT が実施され，全例において局所的

な脳血流の低下を認めていた。しかし裁判では，

「脳血流 SPECT 自体の評価が定まっていない」や

「器質的異常の有無を判断することができない」と

され，SPECT における異常と脳損傷との関連につ

いて否定されるか結論が示されなかった。4 例で

は判決文に高次脳機能検査結果が記載されており，

全例において記憶障害など何らかの高次脳機能障

害が認められていた。しかし裁判では，主張する

症状は高次脳機能障害として説明可能としながら

も，意識障害および画像検査所見などから器質的

脳損傷による高次脳機能障害を認めず，訴える症

状は非器質性精神障害であると判断された。非器

質性精神障害の病態として，医師の意見書等を参

考にストレス障害，不安障害，心因反応，抑うつ

状態，PTSD などの診断がなされた。3 例で高次脳

機能障害の原因が mTBI であると主張されたが，

受傷時の意識障害や健忘が認められないことから

mTBI の要件を満たしていないと判断された。

急性期の画像診断で明らかに器質性脳損傷を認

めたが，器質性高次脳機能障害が否定され，非器

質性精神障害であると判断された事例を示す。

事例 2：61 歳（性別は記載なし）。原動機付自転

車を運転中に，右折しようとした普通乗用車と衝

突した。事故直後，一過性の意識障害を認めたが，

救急病院搬送時には意識は清明であった。外傷性

くも膜下出血，脳挫傷，左末梢性顔面神経麻痺，

左肩甲骨骨折，左鎖骨骨折などの診断で入院加療

された。事故後，社会的行動障害などの高次脳機

能障害が認められ，WAIS–Ⅲ：言語性 IQ60，動作

性 IQ63，全検査 IQ58 と高度の認知機能障害を認

めた。MRI の統計学的画像解析で両側前帯状回皮

質に灰白質容積の減少，拡散テンソル画像で脳梁

線維の描出が疎であり前頭前野内側部の障害が示

唆され，脳血流 SPECT では局所脳血流の低下が認

められた。しかし判決ではこれらの検査法は，「神

経軸索そのものを撮影したものではない」「外傷性

脳損傷の発見の性能において評価が固まっている

状態とは言い難い」とされ，脳室拡大を伴う脳萎

神経外傷 Vol.41 2018



97

縮など脳の器質的損傷の存在を合理的に裏付ける

画像所見に欠くことから外傷による器質性高次脳

機能障害が否定され，精神的な落ち込みが目立つ

ことから，認められた症状は本件事故およびその

後の社会心理的因子の影響による非器質性精神障

害と認定された。

3. 事故との因果関係が否定された事例（非認定
とされた事例）

訴える症状と事故との因果関係が否定された事

例は 51 例であった。年齢が記載されていたのが

23 例（8〜74 歳，平均 42±16 歳），生まれた年と

事故年月日のみが記載されていたのが 13 例，年齢

に関する記載がなかったのが 15 例であった。受傷

時に何らかの意識障害があったと認められたもの

は 7 例で，1 例で GCS 11，1 例で JCS 20 と中等

度の意識障害を認めたが，残り 5 例は JCS 1 桁の

軽度の意識障害であった。急性期の形態的画像診

断では，頭部 CT にて 5 例で外傷性くも膜下出血

が認められ，4 例で脳挫傷（うち 2 例は外傷性くも

膜下出血と合併），1 例で経過中に慢性硬膜下血腫

が認められたが，残りの 43 例は頭蓋内病変に関す

る記載はなく，診断された傷病名は主に打撲・捻挫

（頚椎あるいは腰椎）・挫傷であった。中には頭頚

部に対する初期病名がないものが 7 例あった。頭

部 MRI は急性期から慢性期にかけて 38 例に施行

されており，6 例において微小出血の検出に T2*強
調画像や磁化率強調画像が用いられていた。頭部

MRI が行われた症例のうち 7 例において，脳挫傷

後の変化や皮質下白質・基底核部に微小出血を認め

たが，これらの異常が当該交通事故による器質性

高次脳機能障害を裏付ける画像所見とは認められ

なかった。核医学検査は 29 例に施行されており，

脳血流 SPECT 検査が 21 例，FDG–PET 検査が 13
例，その他が 5 例（15O ガス PET 検査，イオマゼ

ニル SPECT 検査，フルマゼニル PET 検査）で

あった（重複あり）。それらの核医学検査で 23 例

において何らの局所的あるいは全脳的異常を指摘

されたが，「高次脳機能障害の原因とされる所見で

はない」や「脳の器質的損傷を必ずしも意味するも

のではない」との判断で高次脳機能障害との因果

関係が認められなかった。また 14 例において拡散

テンソル画像と FA （fractional anisotrophy）値の

統計学的画像解析（statistical parametric mapping:
SPM）がなされ，1 例を除いて全例に何らかの異常

が指摘されたが，裁判では「信頼性に疑問がある」

や「技術的に確定的な診断法ではない」との判断で

高次脳機能障害との因果関係がある異常所見とは

認められなかった。21 例において高次脳機能障害

の原因が mTBI であると主張され，1 例において

受傷時の状態が mTBI と認められたが，高次脳機

能障害との因果関係は否定された。残り 20 例にお

いては，受傷時の意識障害や健忘がなく，mTBI の

要件を満たしていないとされた。また 12 例におい

て高次脳機能障害と同時に脳脊髄液減少症（低髄

液圧症候群，脳脊髄液漏出症）の発症を訴え，1 例

において認定されたが，残り 11 例は脳脊髄液減少

症も否定された。

受傷時に何らかの意識障害と健忘があり，かつ

急性期の画像診断で明らかに器質性脳損傷を認め

たが，事故による脳外傷と高次脳機能障害との因

果関係を否定された事例を示す。

事例 3：生まれた年と事故年月日から 35 歳と推

定，性別の記載なし。職業，調理師。原動機付自

転車を運転中に普通貨物自動車と衝突して路上に

転倒し，救急病院に搬送された。事故時には意識

消失があり，また逆行性健忘が認められ事故のこ

とは覚えていなかったが，救急搬送の時点では覚

醒している状態で，入院時の意識レベルは GCS15
であった。頭部 CT で，外傷性くも膜下出血，脳

挫傷（両側前頭葉腹内側部），頭蓋骨骨折を認め

た。救急病院に 6 日間入院し，退院数日後から復

職したが，嗅覚・味覚障害により料理のにおいや味

がわからなくなり半年後に退職した。その後他店

に勤務したが，覇気がない，仕事効率が悪い，集

中力がない，直ぐに体調を壊すなどの理由で解雇

された。受傷から 3 年以上経過して高次脳機能検

査 を 受 け た と こ ろ ， WAIS–Ⅲ：全 検 査 IQ70，
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WMS–R：一般的記憶 86 であった。裁判では，意

識消失は一時的なものであり，認められる脳挫傷

は局所性で比較的小さく，症状との整合性に疑問

があるとされた。また，救急病院退院時には日常

生活活動は自立し数日後には復職していること，

物忘れ，集中力の低下などの症状は事故後 3 年近

く経過してから悪化していることなどの経過は，

高次脳機能障害による症状の変化にはそぐわない

ことから，事故による局所性脳挫傷に起因する高

次脳機能障害とは認定されず，嗅覚・味覚障害の

後遺症のみ認められた。なお，本件は高等裁判所

に控訴されたが棄却された。

Ⅳ─────────────── 考　　察 ─

1． 軽度外傷性脳損傷と高次脳機能障害

日常生活では，交通事故以外にも労災事故，ス

ポーツ頭部外傷，暴力，転倒・転落事故，家庭内

暴力，乳幼児虐待などで多数の mTBI が発生して

いる。そのほとんどが，軽微な外傷とみなされて，

入院させられることもなく，また経過観察を受け

ることなく放置されてきた。しかし mTBI 患者の

一部には，受傷直後から「注意・集中力の低下，課

題遂行力の低下，記憶障害」といった神経心理学

的症状と「頭痛，めまい，疲労感，易刺激性，不

安，不眠」といったいわゆる脳振盪後症候群の症

状が認められることがある 15）。多くは，受傷 1〜

3 ヵ月の間に回復するが，一部ではこれらの症状

に改善がなく，月単位，年体位で症状が持続する

ことがある。臨床現場における mTBI の重要性が

社会的に注目され始め，米国リハビリテーション

医 学 協 会（ American Congress of Rehabilitation
Medicine）は，1993 年にはじめて mTBI に関する

診断基準を発表した 1）。その中で，意識喪失が

mTBI の絶対条件ではなく，外傷性健忘や神経学的

症状があれば十分であるとした点が注目された。

さらに 2004 年に WHO 世界保健機関共同作業セ

ンター軽度外傷性脳損傷特別委員会が独自の mTBI

の定義を提唱している 6）。この WHO の定義によ

れば，「mTBI とは，外部から物理的な力が作用し

て頭部に機械的なエネルギーが負荷された結果生

じた急性の脳損傷」であり，診断基準として二つ

の要件が挙げられている。その一つは，① 受傷後

に混迷または見当識障害，② 30 分以内の意識喪

失 ，③ 24 時 間 未 満 の 外 傷 後 健 忘 症 ，ま た は

（and/or）④ これら以外の短時間の神経学的異常，

例えば局所徴候，痙攣，外科的治療を必要としな

い頭蓋内疾患等が少なくとも一つ以上が存在する

ことである。もう一つの要件は，外傷後 30 分ない

しは医療機関受診時の GCS が 13〜15 点に該当す

ることである 6）。つまり意識喪失が mTBI の絶対

条件ではなく，外傷性健忘や神経学的症状があれ

ば十分であり，また mTBI という傷病名はあくま

で急性期の臨床的診断名であり，脳に器質的損傷

があるか否かを問うていない。一般的に 30 分以内

の意識消失で，脳外傷が軽度である場合には，高

次能機能障害の発症は疑問視されているが，この

問題については良くデザインされた前向き研究が

なく，完全には否定できないとされている 11）。そ

の後，2014 年に mTBI に関する過去 12 年間の全

世界の研究論文を調べた国際共同研究の結果が，

一連のシステマティックレビューの形で報告され

た。その中のテーマの一つ「成人の認知機能，精

神機能の予後」において，mTBI に伴う精神神経症

障害は，多くの患者で受傷後 1〜6 ヵ月の間に順調

に回復をみせるが，少数だが 12 ヵ月以上持続する

ことが報告された 5）。近年オランダで行われた前

向き観察研究（UPFRONT 研究）において，外来

で経過観察された mTBI 患者の 36％が受傷後半年

経過しても完全回復に至っていないことが示され

た 16）。上記の共同研究のレビューのテーマ「自覚

症状の経過」において，改善がみられず，回復が

遅れることに関連する要因として，受傷前に患っ

ていた精神医学的疾患や受傷による精神医学的疾

患の発症や悪化，他の身体系統の損傷，心理社会

的な要因などがあげられた 7）。また mTBI により

認知機能に潜在的な低下が生じうるとの危惧を伝
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えた群と危惧についての情報を与えていない群と

を比較検討したところ，危惧を伝えた群が有意に

注意やワーキングメモリー，精神速度で低下を示

した 22）。mTBI 患者においても高次脳機能障害が

発症する可能性は否定できないが，過度の危惧を

告知は訴えに何らかの影響を与える危険性がある。

今回の対象 67 例において高次脳機能障害の原因

として WHO の定義に基づく mTBI との主張がな

された事例は 25 例あったが，交通事故により

mTBI を受傷したため高次脳機能障害が後遺したと

判断された事例はなかった。平成 23 年度自賠責報

告書（平成 23 年 3 月 4 日）では，「それが WHO
の診断基準を満たす mTBI とされる場合であって

も，それのみで高次脳機能障害であると評価する

ことは適切ではない」とされている 20）。その理由

として，WHO の mTBI 診断基準はそれを満たし

た症状が全て器質性の障害と断定するという研究

結果として発表されたものではなく，また後遺症

の有無も問うていないためである。そのため裁判

では交通事故における mTBI による高次脳機能障

害の発症はほとんど否定されている。しかし，平

成 22 年 9 月 9 日の東京高等裁判所において，形

態的画像異常や意識障害が確認できない事例にお

いて，mTBI の概念が取り上げられており，判決は

WHO の定めた mTBI に関する定義に該当するか

否かについては確定する必要すらないとの踏み込

んだ判断がなされた 23）。すなわち WHO の mTBI
の診断基準すら満たさなくても，脳の器質的損傷

が発生したと認定されていた。なお本件は最高裁

判所に上告されたが，上告自体が棄却された。

2． 判断要件における意識障害の重要性

受傷時の意識障害に関しては，「事故直後」「救

急隊到着時」「搬送中」の受傷者の言動や様子，挙

動などにより，当該交通事故により意識障害が起

こったか，どの程度の意識障害があったかが判断

されていた。特に「救急隊到着時」や「搬送中」の

意識状態に関して，患者は意識消失や意識障害を

訴えたが，救急隊員の搬送記録における「意識清

明」との記載により意識障害が否定された事例が

数例認められた。「医療機関搬送時」には JCS や

GCS で意識障害が評価されており，意識障害を呈

した事例では「事故から 6 時間以内」や「事故から

24 時間を超える」時点での意識障害の持続が重要

視されていた。判決文では，自賠責報告書に準拠

して「脳外傷による高次脳機能障害は，意識消失

を伴うような頭部外傷後に起こりやすいことが大

きな特徴である」「脳外傷直後の意識障害がおよそ

6 時間以上継続するケースでは，永続的な高次脳

機能障害が残ることが多い」「当初の意識障害が少

なくとも 6 時間以上，もしくは，健忘あるいは軽

度意識障害が少なくとも 1 週間以上続いた場合は，

高次脳機能障害が残存する可能性があり，十分な

調査をすることが必要である」と高次脳機能障害

発症の前提として受傷時やその後の意識障害の有

無が重要視され，その程度や持続時間が判決に大

きく影響していた。

これらの根拠となった受傷時の意識障害の程度

と慢性期の認知機能の相関は以前から報告されて

いたが，近年の論文においても GCS8 以下の重症

脳外傷患者の 67％において受傷後 1 年後に認知機

能障害が後遺し 19），GCS スコア，意識障害の持続

時間，外傷後健忘の持続時間が慢性期の認知機能

レベルと関連することが報告されている 12）。平成

23 年度自賠責報告書（平成 23 年 3 月 4 日）におい

ては，脳外傷による高次脳機能障害と診断する意

識障害の程度と期間に関し，当初の意識障害（半

昏睡〜昏睡で開眼・応答しない状態：JCS が 3〜2
桁，GCS が 12 点以下）が少なくとも 6 時間以上，

もしくは，健忘あるいは軽度意識障害（ JCS が 1
桁，GCS が 13〜14 点）が少なくとも 1 週間以上

続いていることが確認できる症例とされている 20）。

3． 判断要件における急性期の形態的画像所見の
重要性

自賠責における後遺障害等級認定では，脳の器

質的損傷を CT もしくは MRI による形態的画像診

断により局所性脳損傷とびまん性脳損傷に分けて
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判断されており，局所性脳損傷との関連も否定は

しないものの，主としてびまん性脳損傷の存在が

重要視されている。MRI でびまん性軸索損傷の所

見を有する症例は，そうでないものに比較して受

傷 12 ヵ月後の転帰不良例が約 3 倍認められ 9），び

まん性軸索損傷の有無が慢性期の機能予後と相関

することが報告されている。一般的にびまん性軸

索損傷に伴う脳実質損傷の診断に CT のみでは検

出能は不十分であり，MRI が有用で特に FLAIR 画

像が検出能に優れている。亜急性期以降，白質内

の微小出血の検出には T2*強調画像が T2 強調画像

より優れており，さらに磁化率強調画像（SWI）を

用いると T2*強調画像でみえない病変も検出でき

ることが報告されている 10）。また軽症脳外傷患者

において 3.0 T 装置を使用した磁化率強調画像

（SWI）は残存する微小出血後のヘモジデリンを

T2*強調画像より鋭敏に捉えることができる 14）。

平成 23 年度自賠責報告書（平成 23 年 3 月 4 日）

において，画像所見に関して CT で所見が得られ

ない患者で頭蓋内病変が疑われる場合は，① 受傷

早期に MRI （T2，T2*，FLAIR など）を撮影する

ことが勧められる。② 受傷後 2〜3 日以内に MRI
の拡散強調画像（diffusion weighted image: DWI）
を撮影することができれば，微細な損傷を捉える

可能性がある。③ 受傷から 3〜4 週間経過した場

合，T2*強調画像や磁化率強調画像（susceptibility
weighted image: SWI）が出血を伴う微細な損傷を

捉えられることが示されている 20）。また同報告書

では「脳外傷による高次脳機能障害の症状を医学

的に判断するためには，意識障害の有無とその程

度・長さの把握と，画像資料で外傷後ほぼ 3 ヵ月

以内に完成する脳室拡大・びまん性脳萎縮の所見

が重要」とされている 20）。典型的なびまん性軸索

損傷では神経軸索が広範囲に損傷された結果，慢

性期に白質体積が減少して代償的に脳室が拡大す

る 3）。また脳室拡大を伴った脳萎縮の程度は外傷

の重症度や高次脳機能障害と関連していた 2）。厚

生労働省の「高次脳機能障害診断基準ガイドライ

ン」では，外傷性脳損傷後の MRI 所見のうち高次

脳機能障害と関連があるとされる MRI 所見とし

て，1）深部白質損傷所見，2）脳室拡大：とくに側

脳室下角の拡大や第 3 脳室の拡大，3）脳梁の萎

縮，4）脳弓の萎縮などが挙げられており，脳室拡

大や海馬萎縮と IQ との関連が示されている 13）。

頭部外傷後に撮影された頭部 MRI において亜急

性期から慢性期にかけて認められる深部白質や基

底核部の微小な出血性病変の一部には加齢や高血

圧に伴う microbleeds が混在していると考えられ

る。しかし今回の裁判例の中には，大脳皮質に明

らかな脳挫傷後の変化を認めているにもかかわら

ず，受傷後の意識障害がなく，病変はあっても高

次脳機能障害の原因とは考え難いと判断された事

例が散見された。裁判所の判断では，高次脳機能

障害が後遺する程度の脳の器質性損傷では意識障

害を伴うとの考えが一般的であった。また脳室拡

大を伴った脳萎縮の存在が重要視され，それだけ

が唯一高次脳機能障害の証明になりうるといった

主張が一部の判決文でみられるが，臨床現場では

そうでない症例も稀ならず存在する。確かに，脳

外傷後に脳室拡大が認められれば，脳損傷に伴い

神経細胞数が減少した証明になりうるので「脳室

拡大を認めれば，高次脳機能障害が存在する」と

いうことは言えるが，その逆に「脳室拡大がない

ので高次脳機能障害ではない」という考えには疑

問が残る。

4． 補助診断としての特殊な MRI 検査や核医学
検査所見の役割

びまん性軸索損傷を原因とする高次脳機能障害

では，脳の損傷を直接的に確認できないことがあ

ることが，自賠責における認定システムが導入さ

れた当初より指摘されていた。また時に CT や

MRI の所見が軽微なことやわかりにくいことがあ

り，器質性脳損傷の有無に関して争いになること

がしばしばある。しかし急性期の形態的画像検査

で外傷性くも膜下出血や脳挫傷が認められても，

それらの病変が小さくて比較的短期間に消失する

ものや高次脳機能障害と関連が薄いと考えられる
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部位，たとえば側頭葉先端や頭頂葉などの局所性

病変では，高次脳機能障害を裏付ける画像所見と

は認められないことがあり，判決ではびまん性脳

損傷に伴う脳室拡大や脳萎縮の有無が重要視され

てきた。CT や MRI により明確な脳損傷所見がな

い場合や局所性脳損傷で高次脳機能障害との直接

的な関連が説明しがたい場合は，拡散テンソル画

像（diffusion tensor imaging: DTI），機能的 MRI
（functional MRI: fMRI），MR spectroscopy （MRS）

などの特殊な MRI 検査や SPECT や PET などの全

脳機能を画像化する検査所見が用いられるが，こ

れらの検査法が脳損傷を裏付ける客観的な所見と

いえるかどうかが争われることがある。DTI にお

いて関心領域の FA 値を測定することにより神経

軸索の損傷を評価することが可能で，慢性期の

mTBI 患者において放線冠，内包前脚，帯状回や脳

梁などで FA 値の低下を認め，神経心理学的転帰

との相関が報告されている 24）。MRS は非侵襲的に

脳の代謝産物を測定することができ，mTBI 患者に

おいて大脳白質の N–acetyl aspartate （NAA）値が

健常者に比較して有意に低下したとの報告がある

が，近年のメタ解析では mTBI 患者における MRS
の有用性は確認されなかった 4）。頭部外傷診療に

おける脳血流 SPECT の有用性は数多く報告されて

おり，特に mTBI において 100％近い陰性的中率

が報告されているが 18），診断的価値は定まってい

ない。大脳皮質神経細胞に直接結合する 123I–
Iomazenil を用いた SPECT 検査の mTBI 後の高次

脳機能障害患者への有用性が報告されている 17）。

自賠責の基準では脳の器質的損傷を確認できな

い患者の中にも高次脳機能障害を後遺しているも

のがいるとの報告や自賠責の診断基準が CT や

MRI の形態画像所見をあまりにも重視しすぎると

の批判が出され，上記の様に特殊な MRI 検査や核

医学検査などの機能画像を用いた研究が進められ

てきた。しかし平成 30 年度自賠責報告書（2018
年 5 月 31 日）では，DTI，fMRI，MRS，PET の

みで，脳の器質的損傷の有無，認知・行動面の症

状と脳の器質的損傷の因果関係あるいは障害程度

を確定的に示すことはできないとされている 21）。

裁判においては，特殊な MRI 検査や核医学検査な

どの機能的画像診断における異常を器質性脳損傷

による高次脳機能障害を裏付ける画像所見として

採用している判決は例外的で，ほとんどの判決で

は異常所見は認めてはいるものの，器質性脳損傷

による高次脳機能障害を裏付ける画像所見とは認

めていないか，脳損傷との関連について結論が示

されていない。その理由として，当該交通事故か

ら時間が経過した時点での検査所見であることや

機能的異常と器質的損傷の関連が曖昧であると

いった点が指摘されている。

5． 外傷後高次脳機能障害の一般的な経過

頭部外傷後高次脳機能障害の一般的な経過では，

記憶，認知，情動といった広範におよぶ神経・精

神症状による社会生活への適応を困難にしている

症状が時間とともに軽快傾向を示す 8）。頭部外傷

後の改善傾向は長い目で見れば明らかであり，意

識消失から抜け出すことから始まり，意識混乱期

を通過し（通過症候群），臨床症状全般が時間とと

もに改善傾向を示す。若年者，軽症例ほど改善傾

向は速やかであり，重症例でも年余を経てそれな

りに改善する。神経心理検査成績も改善傾向を示

し，自己洞察力（病識）も徐々に改善していく。た

だし，高齢者では認知症を合併し逆に進行悪化す

ることもある。

今回の対象 67 例において事故との因果関係が否

定された 51 例のうち，12 例において当該交通事

故からしばらく経過（受傷後 5 ヵ月から最長 5 年）

して高次脳機能障害の症状が出現し，その後診断

がなされたため，事故との継続的連続性がないこ

とが否定の要因となっていた。特に急性期に頭部

CT にて外傷性くも膜下出血や脳挫傷が認められた

7 例中 3 例において症状の経過や推移として判決

文中に「受傷直後が最悪で，時間の経過とともに

軽減傾向を示すという外傷性高次脳機能障害の一

般的な経過とは整合しない」や症例 3 のように「事

故後 3 年近く経過してから悪化していることなど
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の経過は，高次脳機能障害による症状の変化には

そぐわない」との表現で因果関係を否定する根拠

の一つとされていた。これらの症例が本当に受傷

後しばらくしてから高次脳機能障害の症状を発症

したのか，あるいは「見えない障害」としての高次

脳機能障害が見落とされていたのかは定かではな

いが，頭部外傷を扱う臨床医として高次脳機能障

害が発症する可能性を適切に伝え，疑わしい症例

には経過観察を行う必要がある。

最後に，この論文は交通事故による頭部外傷後

高次脳機能障害の損害賠償請求における裁判の進

行過程や結果に対し，それを非難する目的で書か

れたものでないことを明記しておく。また今回の

方法では交通事故による頭部外傷後高次脳機能障

害の認否が裁判で争われた事例のみで途中で示談

となった事例の検討が行えないこと，司法に関す

る知識が乏しい脳神経外科医が判決文を読んだこ

とによる誤解や解釈の誤りが含まれる可能性があ

るなどの問題点を含んでいることを併せて記して

おく。

Ⅴ─────────────── ま と め ─

今回の判決文の収集分析から頭部外傷を扱う脳

神経外科医が，交通事故による頭部外傷後高次脳

機能障害患者の診断と経過観察を行う際に留意し

なければならない点がいくつか明らかとなった。

脳神経外科医が当たり前に行っていることもある

が，改めて重要と思われる点を箇条書きにしてま

とめとしたい。

①  受傷時の意識障害やその後の健忘の程度や持続

時間は，頭部外傷後高次脳機能障害診断の入り

口となるものであり，時間を追って詳細に記録

する必要がある。

②  重症頭部外傷患者では高次脳機能障害を後遺す

る危険性が高く，見た目に良好に回復した症例

においても高次脳機能障害が発症する可能性が

あることを伝えておく必要がある。しかし過度

の情報提示は訴えに影響を与える可能性があ

る。

③  損害賠償請求において急性期の画像診断におけ

る形態学的異常所見は，頭部外傷後高次脳機能

障害診断の重要事項であり，頭部 CTにて病変

が不明な場合には可及的早期に頭部MRIにより

病変の検出に努める必要がある。

④  びまん性の脳損傷に伴い受傷後おおむね数ヵ

月（主に 3 ヵ月）以内に認められる脳室拡大を

伴った脳萎縮は，頭部外傷後高次脳機能障害の

損害賠償請求に特に重要視されており，適切な

時期に画像を再検し比較検討する必要がある。

⑤  形態的に異常所見が認められない場合に行われ

る特殊なMRI撮像法や核医学的検査法で機能異

常を検出する手法の高次脳機能障害診断におけ

る有用性や意義は今のところ確立されておら

ず，今後症例を蓄積することで更なる検討が必

要である。

⑥  mTBIが高次脳機能障害を引き起こす病態と裁

判で認定されることはまれである。しかし，

mTBI患者にも高次脳機能障害が発症する可能

性は否定できず，今後わが国でも登録研究や前

向き研究が必要と思われる。
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第 1章　総則
（名称）
第 1 条  本法人は，一般社団法人 日本脳神経外傷学

会（The Japan Society of Neurotraumatology,
JSNT）と称する。

（主たる事務所）
第 2 条  本法人は，主たる事務所を，山口県宇部市南

小串一丁目 1 番 1 号 山口大学医学部脳神経外
科内に置く。

（目的等）
第 3 条  本法人は，国民全体の保健・医療・福祉に寄

与するため，脳・脊髄及び末梢神経系の外傷
に関する医学の進歩の促進を図り，広く知識
の交流を行うことを目的とし，その目的を達
成するために，以下の事業を行う。

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

の発行
（3）  その他，本法人の目的を達成するために

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

公衆の見えやすい場所に掲示して行う。

第 2章　会員及び社員
（会員）
第 5 条  本法人の会員は，次の 3 種とする。

（1）  正会員
     本法人の目的に賛同し，所定の入会手続

きを経た医師及び研究者等
（2）  名誉会員

     本法人に特に功労のあった者で，社員総
会において承認された者

（3）  賛助会員
     本法人の事業を賛助するため所定の入会

手続きを経た個人または団体
         2   本法人の会員は，学術集会に参加し，研究発

表を行い，機関誌「神経外傷」の配布を受ける
ことができる。

（入会）
第 6 条  本法人に正会員又は賛助会員として入会を希

望する者は，所定の用紙に必要事項を記入し，
初年度分の年会費を添えて本法人事務局に申
し込むものとする。

         2   理事会は，入会の申し込みがあった者につい
て審査をし，正会員については，理事会によ
る承認をもって，本法人の正会員となる。

（年会費）
第 7 条  正会員及び賛助会員は，定款施行細則（以下

「細則」という）に定める年会費を納入しなけれ
ばならない。

         2   既納の会費については，理由の如何を問わず

これを返却しない。
         3   名誉会員については，年会費を免除する。

（任意退会）
第 8 条  退会を希望する会員は，その旨を本法人事務

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

（除名）
第 9 条  会員が次のいずれかに該当するに至った場合

は，社員総会の特別決議により当該会員を除
名することができる。ただし，この場合，当
該会員に対し議決の前に弁明の機会を与えな
ければならない。

（1）  本定款及び細則に違反した場合
（2）  本法人の名誉を傷つけ，または本法人の

目的に反する行為をした場合
（3）  連続して 2 年間，年会費の納入を怠った

場合
（4）  その他，除名すべき正当な事由があった

場合
（会員資格の喪失）
第 10 条   前 2 条の場合によるほか，次のいずれかに該

当するに至った場合は，会員はその資格を喪
失する。

（1）  総正会員の同意があった場合
（2）  会員の死亡又は解散

（社員資格の得喪に関する規定）
第 11 条   本法人の正会員の中より，細則の規定に基づ

き，社員を選任する。
         2   前項の規定により選任された社員をもって，

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
（以下「一般社団・財団法人法」という）上の社
員とする。

         3   社員はいつでも辞任することができ，辞任し
ようとする者は，辞任届を本法人事務局に提
出しなければならない。

         4   前項の場合によるほか，本法人の社員は，以
下の事由により，その社員たる資格を喪失す
る。ただし，未履行の義務については，これ
を免れることはできない。

（1）  第 8 条乃至第 10 条に規定する本法人の会
員資格の喪失事由に該当するに至った場
合

（2）  総社員の同意があった場合

第 3章　役員及び役職
（役員）
第 12 条   本法人には，次の役員を置く。

（1）  理事 3 名以上
（2）  監事 1 名以上 2 名以内
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         2   理事のうち，1 名を理事長とし，5 名以内を常
務理事とする。

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

（理事の職務）
第 13 条   理事は，理事会を組織し，法令及び本定款で定

めるところにより，本法人の職務を執行する。
         2   理事長は，本法人を代表し，学術集会を含め，

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

104 条の職務を行い，これを社員総会に報告す
る。

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

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

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

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

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

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

（役員の任期）
第 16 条   理事及び監事の任期は，選任後 2 年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとする。

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

         3   補欠又は増員により選任された理事の任期は，
前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同
一とする。

         4   補欠により選任された監事の任期は，前任者
の任期の残存期間と同一とする。

（役員報酬）
第 17 条   理事及び監事は，無報酬とする。

第 4章　会議
（会議）
第 18 条   本法人には，その業務を遂行するにあたり，

次の会議を置く。
（1）  社員総会
（2）  理事会

第 5章　社員総会
（社員総会）
第 19 条   本法人の社員総会は，定時社員総会及び臨時

社員総会の 2 種とする。定時社員総会は，毎
事業年度末日の翌日から 3 ヵ月以内に開催す
る。臨時社員総会は，その必要がある場合に
随時これを招集する。

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

（1）  理事会が必要と認め，招集の請求をしたと
き

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

（招集）
第 20 条   社員総会は，理事会決議に基づき，理事長が

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

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

         3   社員総会を開催するときは，会日より 7 日前
までに，開催日時，場所及び議題を記載した
書面をもって，各社員に対して通知を発しな
ければならない。

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

（決議方法）
第 21 条   社員総会は，総社員の議決権の過半数を有す

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

         2   やむをえない理由のため社員総会に出席でき
ない社員は，あらかじめ通知された事項につ
いて書面をもって議決権を行使し，または他
の社員を代理人として議決を委任することが
できる。

         3   前項の場合，その社員は出席したものとみな
す。

         4   社員総会の決議は，法令又は本定款に別段の
定めがある場合を除き，出席社員の議決権の
過半数をもってこれを決する。

（議決権）
第 22 条   社員総会において，各社員は各 1 個の議決権

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

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

（議事録）
第 24 条   社員総会の議事については，議事録を作成し，

これに議事の経過の要領及びその結果並びに
法令で定める事項を記載し，議長及び議事録
作成に係る職務を行った理事が署名又は記名
押印しなければならない。
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第 6章　理事会
（種類）
第 25 条   本法人の理事会は，通常理事会及び臨時理事

会の 2 種とする。
         2   通常理事会は，毎事業年度に 2 回開催（ただ

し，4 ヵ月を超える間隔で開催）する。
         3   前項の通常理事会において，理事長は，自己

の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ
ばならない。

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

（1）  理事長が必要と認めたとき
（2）  理事長以外の理事から会議の目的である

事項を記載した書面をもって招集の請求
があったとき

（3）  監事から会議の目的である事項を記載し
た書面をもって招集の請求があったとき

（招集）
第 26 条   理事会は，理事長が招集する。
         2   理事長は，前条第 4 項第 2 号及び第 3 号に該

当する場合は，その請求のあった日から 5 日
以内に，14 日以内の日を会日とする臨時理事
会の招集通知を発しなければならない。

         3   理事会を開催するには，会日より 7 日前まで
に，開催日時，場所及び議題その他法令に定
める事項を記載した書面をもって，各理事及
び各監事に対して通知を発しなければならな
い。ただし，理事及び監事全員の同意がある
場合には，招集の手続きを経ることなく開催
することができる。

（決議方法）
第 27 条   理事会の議長は，理事長が行う。ただし，理

事長に事故あるときは，当該理事会において
選任された他の理事がこれを行う。

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

         3   理事会の決議は，出席した理事の過半数を
もって決する。

         4   理事が理事会の決議の目的である事項につい
て提案をした場合において，理事の全員が当
該議案につき書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときは，当該議案を可決す
る旨の理事会の決議があったものとみなすこ
とができる。ただし，監事が当該提案につき
異議を述べた場合はこの限りではない。

（議事録）
第 28 条   理事会の議事については，議事録を作成し，

これに議事の経過の要領及びその結果並びに
法令で定める事項を記載し，議長及び出席し
た理事長並びに出席した監事は，これに署名
又は記名押印しなければならない。

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

ことができる。

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

（基金の拠出者の権利に関する規定）
第 30 条   拠出された基金は，基金拠出契約に定める期

日まで返還しない。
（基金の返還の手続）
第 31 条   基金の拠出者に対する返還は，返還する基金の

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

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

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

（基金利息の禁止）
第 33 条   基金の返還に係る債権には，利息を付するこ

とができない。

第 8章　計算
（事業年度）
第 34 条   本法人の事業年度は，毎年 1 月 1 日から 12

月 31 日までの年 1 期とする。
（計算書類）
第 35 条   理事長は，毎事業年度，次の書類及び附属明

細書を作成して，監事の監査を受け，理事会
の承認を経た後，定時社員総会に提出し，3
の書類についてはその内容を報告し，1，2 及
び 4 の各書類については承認を求めなければ
ならない。

（1）  貸借対照表
（2）  損益計算書（正味財産増減計算書）
（3）  事業報告書
（4）  剰余金の処分又は損失の処理に関する議

案
（剰余金の処分制限）
第 36 条   本法人は，会員，社員，その他の者又は団体

に対し，剰余金の分配を行うことはできない。

第 9章　定款等変更，合併及び解散等
（定款等変更）
第 37 条   本定款及び細則を変更するには，総社員の半

数以上であって，かつ総社員の議決権の 3 分
の 2 以上の賛成を得た社員総会の決議によら
なければならない。

（合併等）
第 38 条   本法人は，社員総会において，総社員の半数

以上であって，かつ総社員の議決権の 3 分の
2 以上の決議により，他の一般社団・財団法人
法上の法人との合併，事業の全部又は一部の
譲渡及び公益目的事業の全部を廃止すること
ができる。

（解散）
第 39 条   本法人は，一般社団・財団法人法第 148 条第

1 号，第 2 号及び第 4 号乃至第 7 号までに規
定する事由によるほか，社員総会において，
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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



111

         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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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。

■  著者校正は 1 回のみ行います。
■  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。

■  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

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，
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.



119
神経外傷 Vol.41 2018

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。

《 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。

Ⅱ．短報

《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。

● 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。

● 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）



125
神経外傷 Vol.41 2018

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



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

Vol. 41 No. 2 2018

2018年 12月 30日　発行

発　　　行： 一般社団法人  日本脳神経外傷学会事務局
山口大学医学部脳神経外科

                       〒755-8505　山口県宇部市南小串 1-1-1
                       TEL: 0836-22-2295　FAX: 0836-22-2294

制　　　作： 株式会社 マイライフ社 〒162-0052 東京都新宿区戸山 1-1-5-105
                       TEL: 03-5291-9002　FAX: 03-5291-9003

定価：本体 4,000 円＋税

編 集 委 員
三木　　保（委 員 長）
前田　　剛（副委員長）
荻野　雅宏 ・ 奥寺　　敬 ・ 川又　達朗 ・ 黒田　泰弘 ・ 甲村　英二 ・ 坂本　哲也 ・ 佐々木達也
鈴木　倫保 ・ 田宮　　隆 ・ 土肥　謙二 ・ 平林　秀裕 ・ 藤木　　稔 ・ 松前　光紀 ・ 三宅　康史
宮田　昭宏 ・ 村井　尚之 ・ 横田　裕行 ・ 吉野　篤緒 （五十音順）

COPYRIGHT © 2018 by The Japan Society of Neurotraumatology

編 集 幹 事
荒木　　尚 ・ 稲次　基希 ・ 岩瀬　正顕 ・ 卯津羅雅彦 ・ 畝本　恭子 ・ 大賀　　優 ・ 大塩恒太郎
大須賀浩二 ・ 大谷　直樹 ・ 奥野　憲司 ・ 刈部　　博 ・ 河井　信行 ・ 河北　賢哉 ・ 栗田　浩樹
小泉　博靖 ・ 小畑　仁司 ・ 塩見　直人 ・ 下川　宣幸 ・ 末廣　栄一 ・ 髙山　泰広 ・ 徳富　孝志
戸村　　哲 ・ 豊田　　泉 ・ 中川　敦寛 ・ 中村　俊介 ・ 中村　丈洋 ・ 中村　　弘 ・ 中山　晴雄
野地　雅人 ・ 朴　　永銖 ・ 松野　　彰 ・ 丸石　正治 ・ 柳川　洋一 ・ 横堀　將司
                                                                                                                          （五十音順）




