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齋藤　亮 
Akira SAITO M.D.

北海道大学 形成外科

北成賞2006 若手研究者部門 “La Primavera” 受賞記念講演

毛包癌に対する臨床的検討
－当科における22年間の治療経験－

　1981年から2003年までの22年間に、当科において治療を

行った毛包癌10例について、臨床的検討を行った。

　患者の性別は男性6例、女性4例、年齢は21歳から89歳(平均

62.4歳)であり、原発巣の部位は頭頚部5例、体幹2例、上肢、

下肢、外陰部がそれぞれ1例であった。治療は全例で広範切除術

を施行し、所属リンパ節郭清が2例において行われた。術後補助

療法は、化学療法が1例に対して、放射線療法が2例に対して施

行された。

　経過観察期間は16ヶ月から230ヶ月で、平均94ヶ月、中央値

99ヶ月であった。再発・転移が2例、他病死例が2例あったが、

原病死例は認めなかった。

　発生頻度が少なく、いまだに統一された診断基準・治療法は

ないが、有棘細胞癌と同等の悪性度として捉え、浸潤癌、再

発・転移例に対しては、外科的治療を中心とした集学的治療が

必要であると考えられた。
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関 堂　充 
Mitsuru SEKIDO M.D.,Ph.D.

北海道大学 形成外科

北成賞2006 優秀研究者部門 受賞記念講演

2005年論文概要̶論文とそのきっかけ

　今回は第2回北成賞に選ばれ、大変光栄です。演者が2005年
に主著者にて掲載された論文は英文2編、和文7編であり、詳細
はPlastic and Reconstructive Surgery 1編、Scandinavian 
Journal of Plastic Surgery 1編、日本形成外科学会会誌2編
（うち症例報告1）、形成外科2編、日本マイクロサージャリー
学会誌2編、Papers 1編であった。すべての論文の内容は時間
とスペースの関係で詳述できないと思われるので、主なものの
概略についてお話する予定である。また、なぜ各分野に興味を
抱き、どのように考え工夫したのかなどについて演者の経験を
述べたい。演者の経験が諸先生の参考になれば幸いである。
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関 堂　充 
Mitsuru SEKIDO M.D.,Ph.D.

北海道大学 形成外科

北成賞2006 臨床研究論文部門 受賞記念講演

頭頚部再建における遊離組織移植後の動脈
血流変化̶超音波Dopplerを用いた計測
Arterial Blood Flow Changes after Free Tissue Transfer in 
Head and Neck Reconstruction. Plast Reconstr Surg 115, 
1547-1552, 2005　

（方法）遊離組織移植による頭頚部再建をおこなった23症例に
ついてLOGIQTM500（GE社製）を用い吻合した皮弁血管茎動
脈の血流量（Flow Volume Output: FVO）を測定し、動脈血流
変化を調べた。吻合動脈の径は1~3.5mm（平均2.5mm）で
あった。計測は術後1, 2, 7, 14, 21, 28日で行った。
（結果）23症例のうち17症例については術後28日まで測定を
行うことができた。3症例について静脈血栓のため動脈血流量の
低下、波形の変化がみられた。　術後1日に比較して4日目、1
週目で血流量が徐々に増加した。術後１週で血流はプラトーに
達し、術後28日目では1週目に比較して血流が減少していた。
皮弁間での血流量、選択した吻合動脈、静脈および照射の有無
での血流量の差は認められなかった。有意差はなかったが遊離
空腸では血流量の変動が少なかった。
（考察）遊離組織移植後の吻合血管血流量は一定ではなく変化
することが確認された。
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堤 田　新 
Arata TSUTSUMIDA 

M.D.,Ph.D.

Sydney Melanoma Unit

北成賞2006 臨床研究論文部門 受賞記念講演

Management of superficial leiomyo-
sarcoma: a retrospective study of 
10 cases

BACKGROUND: Superficial leiomyosarcoma is a rare 
soft-tissue tumor. Management of this tumor, including 
pathological evaluations and therapies, is not clearly de-
fined in the existing literature. 
METHODS: Ten patients with superficial leiomyosarcoma 
treated in our institutes were recalled and scheduled for 
examination. Assessments were carried out according to 
clinical characteristics, therapies used, histological grade 
based on the grading system of the Federation Nationale 
des Centres de Lutte Contre Le Cancer (ＦＮＣＬＣＣ), 
tumor-node-metastasis stage using the American Joint 
Committee on Cancer (ＡＪＣＣ) staging system, recur-
rences rates, state of metastases, and the current condi-
tion of each patient. 
RESULTS: No local recurrences or distant metastases 
were seen in eight patients with low-grade and early-
stage disease, whereas two patients with high-grade and 
advanced-stage disease had recurrence and one of these 
two patients died of the disease. 
CONCLUSIONS: This study indicates that evaluations us-
ing the FNCLCC grading system and the AJCC staging 
system were useful. The authors advocate that surgical 
treatment of low-grade cutaneous leiomyosarcoma by 
complete excision with a narrow margin is adequate. For 
low-grade and early-state subcutaneous or soft-tissue 
leiomyosarcoma, wide excision with a minimum 2-cm lat-
eral margin and one-tissue barrier deep margin is rec-
ommended. Management of high-grade leiomyosarcomas 
is still difficult; adequate wide excision may be the only 
option.
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藤岡浩賢 
Hirotaka FUJIOKA 

M.D.,Ph.D.

美唄労災病院 形成外科

北成賞2006 基礎研究論文部門 受賞記念講演

先天異常の遺伝子解析と論文発表後の経験
から

　手の合指症と足の軸前性多合趾症を合併した患者が2002年に

手術目的で北大病院へ入院した。患者の父も足の軸前性多合指

症で手術を受けていた。患者と両親の血液から第7番染色体の

GLI3遺伝子の変異を調べたところ、一塩基置換によるナンセン

ス変異が発見された。軸前性多合指症でGLI3遺伝子の変異はこ

の症例が国内外で2例目であり、手の合指症を合併した症例は1

例目であった。当症例は2005年5月にCl in ica l genet-

icsで発表されたが2005年4月に他誌で National Human Ge-

nome Research Institute らのチームは、全く同じ変異で生じ

たGreig cephalopolysyndactyly syndrome  (GCPS)を報告し

た。われわれが発表した症例が彼らの考察を一部否定するデー

タであったため、彼らは6月にClinical geneticsへ質問状を投稿

した。9月に掲載された質問状への回答や、多指症・第3補体欠

損症の遺伝子変異に関する英文投稿の過程でReviewerから求め

られた必要な情報について、将来、先天異常の論文を発表され

る方々のためにこの場を借りて紹介する。
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小山明彦
Akihiko OYAMA M.D.,Ph.D.

北海道大学 形成外科

教育講演

小耳症耳介形成術
～The Quest for Reality～

　Tanzerの報告に始まった自家肋軟骨フレームワークによる耳
介形成術は、現在小耳症治療の主流となっている術式である。
40年以上を経た今日もその原理に変わりはないが、その間に多
くのmodificationがなされ、手術回数の低減、合併症の低減、
形態の恒久性の向上、そして耳介のrealityの向上が図られてき
た。Tanzer以降、大きなmodificationとして広く認知されてい
る方法が、Brent法とNagata法である。
　現在私たちはNagata法を基本とした耳介形成を行っている。
Nagata法は、正常耳介軟骨の形態をより忠実に再現した3-
planeからなる三次元フレームワークを特徴とし、耳珠までもフ
レームワークで表現していることが、大きな改良点のひとつで
ある。そして耳介後面から乳様突起部にかかる広い範囲を皮下
茎を有する皮弁として挙上することで、深い耳甲介までも第１
ステージで再現する。これにより耳介挙上を含めた全行程を2ス
テージで完了することができるようになり、これは大きな技術
革新といえる。
　耳介形成でめざすべきところ、それは”リアル”であることであ
る。術式を知るのみでは、完成した耳介に高いrealityを持たせ
ることはできない。正常耳介をよく観察し、たとえば耳輪と対
耳輪とが螺旋様の立体的な関係をもつこと、concha cynbaと
三角窩は前方から耳輪がかぶさり、より深いこと、耳珠が外耳
孔にかかる庇であること、など、各パーツの平面的なバランス
のみならず、三次元的な関係も詳細にとらえることが大切であ
る。そしてこれらの知見を具現化するための技術の向上と工夫
の積み重ねが重要である。
　本講演では、手術movieを交えて最近の症例を供覧し、ま
た、手術の安全性や耳介形態の恒久性を向上させるためのさま
ざまな工夫や注意点を紹介し、現在行っている小耳症治療の詳
細について述べたい。
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山本有平
Yuhei YAMAMOTO M.D.,Ph.D.

北海道大学 形成外科

教育講演

加齢性上眼瞼変形・下垂に対する形成術 
new trend

　高齢者では、上眼瞼皮膚に皺が生じて垂れ下がり、また上眼
瞼縁が下垂することにより、視野の著しい狭小が生じる。その
ため、前頭筋を代償的に収縮させることにより、眉毛を挙上
し、前額部に皺が出現し、整容的にさらなる老醜感を招く。一
方、機能的にも、視野の狭小だけではなく、前頭筋の常時収縮
が後頭筋や僧帽筋に影響を及ぼし、頭痛や肩凝りが生じること
がある。この加齢性上眼瞼変形・下垂に対する形成外科的治療
では、上眼瞼皮膚の弛緩による皺の垂れ下がりと上眼瞼挙筋や
挙筋腱膜の機能低下に起因する瞼縁の下垂の２方向から、外科
的アプローチを行うことが重要である。
上眼瞼皮膚の弛緩による皺の垂れ下がりに対する形成術
　～　“ blepharo-lifting “
　従来行われてきた上眼瞼皮膚を10mm前後幅で切除を行う方
法では、１）眉毛と上眼瞼縁の距離が短くなる、２）縫合する
皮膚の質・厚さ・色が異なり、段差が生じやすく不自然であ
る、３）早晩再発する皮膚の弛緩に対処できない等の問題点を
有する。それに代わる方法として、“上眼瞼皮膚の弛緩に対し
て、吊り上げることで対処する術式～blepharo-lifting”を行っ
ている。言い換えると、皮膚切除量は最小限とし、上眼瞼の高
い位置に、重瞼の fold line （上眼瞼溝）を作成し、折れ曲がる
奧二重の皮膚量を多くして、上眼瞼形態を改善する方法であ
る。本術式は、垂れ下がった皺をlifting する生理的な手技であ
り、加齢性眼瞼変形・皮膚弛緩が再発した場合においても、上
眼瞼皮膚の少量切除で十分に対応できる。
上眼瞼挙筋や挙筋腱膜の機能低下に起因する瞼縁の下垂に対す
る形成術
　～　“ levator fascia-muscle advancement ” 
　患者を正面視し、“室内灯の光点が、角膜内にはっきり映らな
い”状態では、加齢性眼瞼下垂があると判断される。原因として
は、加齢による上眼瞼挙筋の機能低下や挙筋腱膜先端が瞼板よ
り剥離・菲薄化していることが考えられる。下垂を認める場合
は、眼窩隔膜を切開し、眼窩脂肪下層に存在する上眼瞼挙筋あ
るいは挙筋腱膜を確認し、瞼縁側に適度な距離を前進させて、
瞼板へ再固定する手術操作が必要となる。下垂を矯正しなけれ
ば、広い視野、良好な眉毛の位置、若々しい上眼瞼等の、満足
すべき機能的および整容的改善は得られない。
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・・・・　NOTE　・・・・
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