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関 堂　充 
Mitsuru SEKIDO M.D.,Ph.D.

北海道大学 形成外科
講  師

手術手技ライブラリー

各種穿通枝皮弁の挙上法
～ALT, DIEP, TAPについて

　穿通枝皮弁は1984にSongらにより報告された前外側大
腿皮弁(Anterolateral Thigh Flap以下　ALTと略す) 、前内
側大腿皮弁(Anteromedial Thigh Flap 以下AMTと略す)を
嚆矢とする。ALTは当初解剖学的バリエーションから使用が
難しいとされていたが、1993年の光嶋らの報告以来その使
用が増加している。Weiらの報告によるとALTは前腕部に醜
状瘢痕を残す前腕皮弁にとってかわり現在では頭頚部再建で
最も使用されている皮弁とされている。
　他の穿通枝皮弁では、1989年Koshimaらにより報告され
た深下腹壁動脈穿通枝皮弁(Deep Inferior Epigastric Per-
forator Flap 以下DIEPと略す)、1995年　Angrigi-
aniらにより報告された胸背動脈穿通枝皮弁(Thoracodorsal 
Artery Perforator Flap 以下TAPと略す)などがあり、DIEP
は欧米では乳房再建に頻用されている。
　穿通枝皮弁の長所としては、1. 穿通枝皮弁として挙上し
た場合、筋肉を含まないため比較的薄くできる、2. 機能障
害が少ない、3. 比較的大きな皮弁を採取しても単純、1. 細
い穿通枝を剥離していくのが煩雑、2. 解剖学的バリエー
ションが多い、3.挙上に時間がかかる、などの点が言われて
いる。
　演者は2000年より現在まで北海道大学および他関連施設
においてALT 23例, AMT 3例、DIEP 5例、TAP 3例を行っ
た。
　穿通枝皮弁は通常の皮弁より挙上が難しく、挙上に解剖学
的知識、多少の熟練を要する。しかしその有用性からみて習
熟すべき皮弁であると考えられる。
　本講演では主にビデオを用いたALT, DIEP, TAPの挙上の
実際を供覧し、そのポイント、ピットフォールなどにつき述
べる。臨床での一助になれば幸いである。
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佐々木 了 
Satoru SASAKI M.D.,Ph.D.

北海道大学 形成外科
講  師

日本形成外科学会学術奨励賞受賞記念講演

皮膚軟部組織の血管奇形に対する
硬化療法の臨床的検討

　血管奇形に対する硬化療法について、治療成績の包括的評
価とその標準化を目的に，1992年8月から2004年5月まで
に著者が硬化療法を直接施術した皮膚軟部組織の血管奇形
208患者，237病変，総治療回数737回を対象に，その有効
性，安全性，適応について検討した。
　部位は顔面頭頚部124例，体幹22例，上肢41例，下肢50
例で，病変の内訳は，静脈奇形（VM）141例，動静脈奇形
（AVM）30例，リンパ管奇形（LM）50例，毛細血管奇形
（CM）16例である。硬化剤は無水エタノール(Et)と1%ポ
リドカノール(Po)を用いた。VMの総合改善度はExcellent 
35% で有効率は77%，流速別ではslow flowの有効率が
79%，intermediate flowでは63%であった。AVMの総合
改善度は Excellent 27%で有効率は54%，Stage別では
stage IIが有効率68%であった。LMの総合改善度は， Ex-
cellent 40% で有効率は70%，とくにmacrocystic LMは
Excellent  80%，有効率96%であった。CMの総合改善度
は， Excellent 19%で有効率は63%であった。　全身性お
よび局所的合併症の割合は，各3.6%，14%であった。全身
性合併症においては肉眼的ヘモグロビン尿が3.4%と最多で
あった。肺塞栓症疑いが2例に認められた。局所的合併症で
最多は皮膚粘膜潰瘍10.3%だが，二次的手術を要したのは
0.7%のみであった。剥離術を要した筋拘縮が1例，長期持
続した神経麻痺は3例あった。AVMでの合併症発生率が同疾
患に対する硬化療法回数中31.1%と高率であった。皮膚潰
瘍を除く合併症の多くは巨大VMや筋肉内VMで頻発してい
た。major complicationは1.7%で，疾患群毎の治療回数に
占める割合はVM 1.8%，AVM 2.9%であった。
　本研究結果から血管奇形に対するEtとPoを用いた硬化療
法は安全性も高く，きわめて有用な治療と考えられるが，硬
化療法のみでは対処しきれない病変が存在するのも事実であ
り，さらに新しい治療法の開発が必要である。
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山本有平
Yuhei YAMAMOTO M.D.,Ph.D.

北海道大学 形成外科
教  授

教育講演

顔面神経麻痺の治療
 ～北大形成外科アプローチ

　顔面神経麻痺の治療方法は、発症時期や病型などにより多
様である。本講演では、現時点の北海道大学病院形成外科に

おける、それぞれの病態を考慮した顔面神経麻痺の外科的治
療方法・アルゴリズムについて述べる。

　I. 顔面表情筋の回復が期待される症例～発症後１年以上経
過した不全麻痺例・発症後２年以内の完全麻痺例等：患側顔
面神経と同側舌下神経＆同・対側顔面神経との間に端側／端

端縫合を介した“neural network”を形成し、double inner-
vationを誘導させ、顔面表情筋を刺激するneural motor 

signalの増幅、すなわち neural signal augmentation / 
neural superchargeを目指した再建方法を行う。1) Bell麻
痺やHunt症候群後の不全麻痺例では、患側顔面神経本幹と

同側舌下神経との間に端側縫合を用いた神経移植を施行す
る。2) 聴神経腫瘍切除後の完全麻痺例では、側頭骨内顔面

神経本幹を翻転し同側舌下神経に直接端側縫合及び健側顔面
神経末梢枝より交叉神経移植術を行う。3)  耳下腺腫瘍切除
後の麻痺例では、患側顔面神経末梢枝と同・対側顔面神経本

幹＆同側舌下神経との間に複数の神経移植を行う。術後は、
視覚フィードバックによるリハビリテーションを指導し、

ENMGにて顔面表情筋の誘発電位を定期的に観察する。
　II. 顔面表情筋の回復が期待されない症例～発症後２年以
上経過した完全麻痺例等：顔面神経各末梢枝の麻痺症状に応

じた再建方法を選択する。側頭枝麻痺例に対しては an-
choring suspension 法／blepharoplasty、頬骨枝麻痺例

に対しては側頭筋移行術／cantopexy、頬筋枝麻痺例に対
しては神経付き遊離筋肉移植術／側頭筋移行術／SMAS lift-
ing、下顎縁枝麻痺例に対しては double fascia graft／顎

二腹筋移行術等の静・動的再建術を併用している。
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田原真也
Shin-ya TAHARA M.D.,Ph.D.

神戸大学 形成外科
教  授

略 歴

1975年 大阪大学医学部卒業

1979年 大阪大学大学院医学研究
科入学：微生物病研究所 
腫瘍ウイルス学

1979年 同修了

1979年 大阪大学医学部附属病院　
特殊救急部

1980年 住友病院形成外科

1987年 神戸大学医学部附属病院　
助手（耳鼻咽喉科）

1989年 同講師

1997年 同形成外科教授

- 現在に至る

特別講演

無眼球症に対する我々の治療戦略

　眼球摘出または眼窩内容摘出後の義眼装用患者には共通し

て典型的な症候がみられる。上眼瞼の陥（enophthalmos）

下眼瞼下垂（sclera show）、結膜嚢拘縮（malignant 

contracture）の３主徴である。自然で永続的な外観を得る

には、この３主徴の克服が重要である。そのため神戸大学形

成外科では無眼球症患者に対する総合的治療戦略としてアル

ゴリズムを考案し、これにしたがって治療を行ってきた。上

眼瞼陥凹に対しては脂肪注入、下眼瞼の下垂に対して耳介軟

骨移植、義眼床の拘縮に対して前腕皮弁移植によるsocket

再建を行っている。さらに基本戦略のみで望む結果の得られ

ない症例に対しては、整容的修正手術を追加している。手術

手技の詳細や工夫と、術後評価、アルゴリズムの限界などに

ついて報告する。
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