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第1章　 緒 言

皮膚 の移植について1818年Runger1)が 臨

床上植皮術 を始め, 1818年Reverdin1)が 皮

膚全組織 の小片を肉芽組織内に埋没 して好成

績を報ずて よ り今 日に至るまで臨床的に も実

験的に もかな り深 く研究せ られてい るが,固

有毛髪の移植に関する報告は少ない.

植毛術には毛幹挿入法 と生 毛 移 植 法 が あ

つて前者はHodora2), Szelky-Havas2) ,笹 川

(正)氏2),田 村(一)氏3)等 の報告がある,

この方 法はHodora, Szelkyお よびHayas

氏等に よつては じめて行われたが(笹 川氏に

よる2)),抜 毛 または剃毛 した毛髪(人 間の毛

髪 であれば他家の もので もよい)を 結 節形成

に より,ま たは毛髪相互の結合に よつ て皮下

に固定 しよ うとす るものである.本 邦 では笹

川氏2)が 自家考案の植毛針を用 いて2ツ に折

曲げた毛幹を深 く皮下に挿入 し,結 合織に移

植毛幹を固定 させ ようとし, 1例 の悪性頭部

全脱毛患者 と2例 の頭部瘢痕性脱毛患者に同

法を用い,前 者 には好成績を得なかつたが頭

部瘢痕性脱 毛症 の2例 では,数 週間を経過 し

た毛髪の毛根固着 力は健毛 のそれに優 れて洗

髪,櫛 梳に堪える好成績を見た と報告 してい

る.田 村氏3)は128名(内 男子1名)の 陰部無

毛症の患者に剃毛 した陰毛を用いて植毛術を

行い,施 術の方法は良好 であ るにか ゝわらず

次第に脱落 し,し ば しば化膿性炎症お よび面

皰様皮脂潴溜が起つて遠 隔成績は芳 しくない

と報告 した.現 在本法はほ とん ど用い られず,

一般には生毛移植法に依 る ようである
.生 毛

移植につ いてはSchweiniger4), Tieffenbach,

 Kapp, Krusius, Kromyer氏 等 の報告があ る

(笹 川氏に よる2)), Krusius5)氏 は独 特の有孔

針を用い, Madarosisの 患者に対 して睫毛の

補給を行い,移 植せられた睫毛が持続的に生

長す る事を報告 した.本 邦では奥田氏お よび

田村(峯 雄)氏6)が 特種 の方法を考案 し,す

なわち2～4mm口 径の金属円錐(Trepan)を

用いて,短 く切つた移植毛をその毛根お よび

毛嚢腺 と共に抉 り抜 き,あ らか じめ同様 な円

錐 で,同 様に穿孔 した被移植部に移植毛をそ

れぞれの皮膚面 と一致す るように挿入するの

である.両 氏は同方法を用いて多数の患者に

自家毛髪移植術を行つて成功 し他家移植には

不成功を見た事を報告した(昭11).さ らに

奥田氏7)は200例 以上 の患者に同様 の方法で

もつて毛髪移植術を行い,そ の うち永 く経過

観察 した30例(頭 部瘢痕部,眉 毛移植,口 髯

移植,女 子陰毛移植)に ついてほ とん ど100

%の 好成績 を得,田 村(一)氏3)は 奥田氏7)

の研究を参考 として改良を重ね毛髪給与地か

ら紡錘状に皮片を切除 し(皮 下脂肪組織 も一

緒に含めて),毛 根に添 つて 単一毛 に近 く細

別 した ものをTrepanで 穿孔 した被植地の小

窩内に挿入移植す る法を考案 し136例 の患者

(陰 部無毛症お よび稀毛症,瘢 痕性脱毛症,

腋部無毛症)に 施術 して常に満足すべき成績

を得.続 いて大森(清 一)8)氏 が追試 を 行 つ

た.川 淵氏9)は 奥田氏の創案に よる も,移 植

皮膚柱 の採取 に改良を加 え12名 の瘢痕性脱 毛

症, 46名 の陰部 無毛症 または発 毛不全症に対

して植毛術を行つて成功 した と云 う,加 生お
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よび浦橋氏101は生毛移植術についてのべ,陰

部無毛症25例,眉 毛稀 疎1例,瘢 痕性禿 髪

症4例 に応用 して,本 法は無毛症,瘢 痕性脱

毛に対す る最上の療法である と推唱 してい ろ.

 Parinは 皮膚管を作つて皮膚全層移植を行 え

ば生毛移植は可能 だ と云 う.動 物実験 で は

Butcherが ラッテで白色部 と黒色部 の皮膚を

交 換 して植皮 し,そ の毛の色を観察 し,毛 は

移植可能であるが,黒 毛が白毛に変ず ると云

う(大 森氏に よる8))こ の 成績は 奥田氏7)が

さきに家兎について行つた実験で,生 毛移植

が可能なる点 は同様 であ るが,移 植毛髪は移

植母地の色に影響 されないで移植前 の色を失

わない と云 う成 績 とは 異 なつてい る.奥 田

氏7)は 多数の家兎,海 〓, 1頭 の乳牛に対 し

て生毛移植を行い,人 間 と同様 の成績を得た

と報告 してい る.

つ いで同種他家移植の問題であるが,植 皮

のそれはKarg, Barten, Lwanowa, Reverdin,

 Gluck1)等 は哺乳動物お よび人間 の皮膚同種

移植 に成功 した ことを 報ず るも, Krause12),

 Lexer13), Schone大 島14),高 橋氏11)等 多 くの

人は不成功に終 る と云 う,実 際に一応成功 し

た様 に見 えて も2週 日を経 る と次第に移植皮

膚は壊死にお ちい り, 4週 で全 く脱落するの

が普通 の例であ ろ う.毛 髪において も同様に

他家移植は人体お よび動物実験 ともに常に不

成功 に終 るようである.奥 田氏は人体実験で

血族関係,血 液型について注意を払つて施行

しても不成功に終 り.動 物実験では家兎,海

〓を用いて同種他家移植を行い,や は り不成

功で あつたが,た ゞ1回 家兎にお いて他家移

植(同 腹動物)に 成功 した もの ゝ如 く,黒 色

毛を 白色皮膚部に移植 した るに毛髪は よく成1

長 し, 30余 日に及んだが,移 植後37日 で動

物が斃死 したのでその後経過を観察 し得なか

つた と報 じている.大 森(清 一氏)8)は18才 女

子(血 液型O)の 陰部無毛症において血液O

型 の母から植毛 し, 4ケ 月に亙 つて成功 した

がそ の後 の成績については患者の消息不明 の

ため知 る事が出来なかつた と云 う.生 毛移植

は要するにKreuse12)の 皮膚全層移植 の小片

を行 うので,奥 田氏 の提唱 した のは皮膚柱移

植法であ り,田 村(一)氏3)は 単一毛移植法

を提唱 し,移 植片はで きるだけ小 さい方が よ

い(発 毛して自然的であ る)が,単 一毛移植

法は操作が煩雑 であるか ら1mm Trepanと

単一毛移植 を併用す る事を推唱 している.

著者は昭和27年 以来多数の 患者 に 生毛移

植術 を行い,そ の うち長 く経過を観察 した瘢

痕性脱毛症11例(う ち男8例,女3例),女

子陰部無毛症お よび発毛不全症14例 に好成

績を得, 3例 の瘢痕性脱 毛患者に他家移植試

験を行つたのでその結果を報告する.

章2章　 移 植 法

1.　術 式について.

皮膚柱移植法 と単一毛移植法があ り前者は

奥田氏7)に より,後 者は田村(一)氏3)に よつ

て提唱 され,最 近川淵氏9)が 皮膚桂移植法に

おいて移植片採取に改良を行い,報 告 してい

る.著 者は 皮膚柱移植法 と単一毛移植法 の中

間法(仮 称)を 施行 した.皮 膚柱移植法は移

植片採取に際 し,注 意 してTrepanを 挿入す

るも往 々に して毛根を損 じやす く,男 子頭部

か ら採取 した場合 は 砂利禿 の不快な後遺症

(女 子は頭髪に隠れて目立たぬ)を 見る外 に,

移植地の毛 髪は刷子様 に発生するので不 自然

である,川 淵氏の提唱する皮膚 柱移植法は,

奥田氏の法の一部を改良 し,移 植片採取部に

ピオクタニン液 で紡錘状 の腺を描 き,大 小 の

Trepan(口 径3～4mm)を 用いて区劃内か ら

剰す所な く皮膚柱を採取 し,蜂 窩状 となつた

残部を切除縫合 し採取部の下快 な後遺症を残

さない.こ の方法 も皮膚柱移植法の一部を改

良したに過ぎず,採 取部を完全に利用す る事

はで きない.単 一毛移植法は紡錘状に切除し

た移植皮膚瓣を隅な く利用できるばか りでな

く皮膚瓣を単一に細別す る場合は,常 に毛根

の走行を見なが ら細別す るため,毛 根を破損

す る うれいがないので,貴 重な毛髪をあます

ところな く移植す ることがで きる.細 別にや

ゝ煩雑の不便 がある点を除 くと移植片採取部

(給 与地)に 後遺症を認めず,被 移植部(移
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植部)に おけ る結果は自然的である等の諸点

が優れている.こ の法を注意 して行 え.ば全 く

健常な人 と区別 されない結果を得 ることがで

きる.美 容的条件には多少 の煩雑をい とわず

田村氏の提唱する単一毛移植法に よるべ きで

あろ う.著 者は さきに述べた中間法を用 い,

移植片採取は単一毛移 植法に準 じた.移 植部

の状態に より,ま た同一移植部において も大

小に細分 した移値片を種々に配分移植 し,患

部の美容的条件を満足せ しめ,か つ手術 法の

煩雑を さけ る ことにつ とめた.陰 部において

は移植片は単一毛に近 く1～3本 の毛根 を含

む ものに細別 し,そ の結果は健康人 と変らぬ

成績を得た(初 期には移植片のや ゝ大きい も

のを用いた の で 必 ず し も 自然的ではなかつ

た).頭 部が移植部であ る場合は,男 女 とも

術野は頭髪に隠れて外観上その部をあらわに

認められないので2～5本,時 に7本 の毛根

を含む皮膚片を作つて移植 した(前 額髪際部

は2～3本 の毛根 を含む ものを用いる).す な

わち著者は皮膚柱移植法 と単一毛移植法を 自

由に駆使 した中間法 とも云 うべ き法を用 い,

自家移植法においては全症例 に成功を納めた.

他家移植は植毛お よび多 くの植皮におけ る研

究報告 と著者の3例(1例 は3ケ 月間成功)

が不成功であつたので以後 は行わず,瘢 痕性

脱毛患者においては瘢痕除去を行つた後にな

お生毛移植の必要があ る場 合は患者 の腋毛あ

るいは胸間部の毛髪を以て自家移植を施行 し

た.

2.　 必要な用具: 1)Trepan(口 径1～4

mm) 2)メ ス 3)眼 科用 ピンセッ ト 4)持

針器,縫 合針お よび縫 合絹糸, 5)コ ッヘル

氏鉗子 6)10～20cc注 射器お よび注射針,

 7)ク ーパー鋏, 8)錫 箔, 9)ン ャー レ2個,

3.　 準備ならびに手術 の方法

準備:頭 髪 を洗髪 し,側 頭部 または側後頭

部の毛髪を10×6cmの 紡錘形に剃髪する(腋

毛.胸 毛が給与地にな る時は剃毛だけ でよい).

周囲の毛髪は ワセ リンで固め手 術野に現われ

ぬようにする.ピ ク リン酸,ア ル コール消毒

を行い, 0.1%ペ ル カ ミン(ア ドレナ リン滴

下)で 局所の痳酔を行 う.

手術順序:イ)給 与地の皮膚を皮下脂肪組

織 も含めて紡錘状に採取 し,直 に縫合す る(腋

部は腋臭症の手術に準ず る).ロ)皮 膚瓣は生

理的食塩水中で数回洗 い,脂 肪組織を切除 し

た後,毛 幹に沿 うて単一に近 く鋏 で細別する.

さらに余分 の脂肪組織を除 きながら第2シ ャ

ー レの生理的食塩水中(水 性結晶ペニシ リン

を加える)に 保ち必要量を用意する,ハ)移

植部にTrepanで 穿孔(陰 部,眉 部 は 口径

1～2mm,頭 部 は 口径2～3mmの ものを 用

いる.普 通2種 の大 きさの ものを用意 して,

移植部はなるべ く自然な結果を見る ように穿

孔す る).出 血は圧迫あるいは小 コッヘル鉗

子で止血する.二)有 毛細片 を 挿入 す る.

ホ)移 植部に水性 ペニシ リン液 を滴下,小 孔

を穿 つた錫箔で局所を覆 い(ま たは滅 菌オレ

ー フ油を錫箔に塗布 した ものを用いその場合

はペニシ リンは除 く)さ らに ガーゼで覆つて

絆創膏固定,(陰 部は更に丁字帯をほ どこす)

ヘ)2～3日 後に ガーゼ交換.ト)給 与地の抜

糸は7～9日 後に行 う.注 意)錫 箔は7～10

日間用い,そ の間 に1～2回 交換す る(ガ ー

ゼのみ交換 し,錫 箔 は交換 しな くともよい.)

細片挿入 に際 し頭部では移植地 と同高に,陰

部 においては移植地皮膚面 よりや ゝ低めに挿

入す る.

第3章　 成 績

1.　 自家移植試験

a)　 瘢痕性脱毛症(第1表 参照)

男8例,女3例 計11例 の患者に対 して著者

は皮膚 柱移植法 と単一毛移植法の中間法 とも

云 うべ き法を用 いて生毛移植を行 つた.そ の

成績は 第1表 に 示 す 如 き もので あ つ た.

 Trepanは 口径1～3mmを 使用 し,第2例 に

お いて唯一回だけ 口径4mmの ものを用いた

結果は植毛には成功 したけれ ど再生 した移植

毛髪は刷毛様 を示 して美容的に可 良 と云 い難

い ものであつた.患 部が広範な場 合は瘢痕 切

除 を行 つた後に生毛移植術を施行 した.第1

例は瘢痕切 除術 と生毛移値術 を同時に行 い,
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比較的早期に治癒 し,植 毛 も成功 したが縫合

部附近(瘢 痕切除を行つた)は や ゝ散 漫に生

毛移植を行 わねばならなかつた.第4例 と第

5例 は患者 自身の頭部か ら移植すべ き毛髪を

得 ることが困難であつたので腋毛を,後 者は

患部が最 も広 く被髪頭部のほ とん どにわたる

ものであつたので,腋 毛 とさらに胸間の毛髪

を もつて移植 に供 した.そ の結果は成功 した

(Fig 2参 照)が 再生 した毛髪は給与地 の毛

髪 に似て頭部の もの よ り太 さが細 くしか も肉

眼的にや 縮ゝ 毛であ り,横 断面は給 与地の腋

毛 と同 じ形状を示 していた.全 症例 にわたつ

て後遺症は認め られなかつた.移 植 地に再生

した毛髪は腋毛 または胸 毛を移植 に供 した例

を除いて,頭 髪を移植 した場合は症例 第2を

除 く他は全例 とも直毛の再生を認めた.症 例

第2に おいて縮毛を得たが これは患者が3ケ

月にわたつて常に被移植部を被つた繃帯 をと

らなかつた例 であ る.(Fig 1参 照)

第1表　 瘢 痕 性 脱 毛 症(11例)

b)　 女子陰部無毛症お よび発毛不全症(第

2表 参照)

19才 か ら36才 の年令層において14例 の患

者に前述 と同様 の 「中間法」(殊に単一毛に準

じて1～3本 の毛根を含む移植細片)に よる

ところの術式で もつて患者 自身の頭部から採

取 した毛髪を移植 に供 した結果はみるべ きも

のがあつた. Trepanは 口径1～2mmの もの

を用いた.被 移植部における穿孔数 は150～

200個 あれば適当である.症 例第4を 除いて

一般に手術回数は1回 で終 らせた.給 与地に

おけ る後遺症 はすべての例において認めなか

つた.初 期におけ る症例の1, 2は 口径の大

な るTrepanを 用いた ゝめに植毛には成功 し

たが結果は美容的にや ゝ不自然であつた.そ

の他は健常な る者 とほ とんど差が認め られず

効果は 目覚 ましいもの と云え よう (Fig 3及

び4参 照)

2.　 移植 部におけ る経過

各症例におけ る生毛移植術の成績はほ とん

ど大差を認めないので煩雑を さけ るために一

括 して述べ る.

1)　 移植後2日.移 植部の皮膚は軽度に発

赤 し,少 量の分泌液が錫箔の下に貯溜 してい

るために表皮は軽度の湿潤が見られ る.移 植

片は 母地 よ りも発赤がや ゝ著明であ るが 母地

とは 軽 る く癒着が起 つ て い る.移 植毛髪は
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0.125mmの 成 長 を 示 した もの があ つ た.

第2表　 女子陰部無毛症および発毛不全症(14例)

2)　 移植後4日.移 植 地の発赤は前項 より

軽減 してわずかに認められ るのみであ る.錫

箔 に被われていた移植 地に分 泌液は もはや認

められない.移 植片 と母地の境界は明かであ

るが相互の癒着はや ゝ強固 となる.移 植 毛髪

に著変を認めないが生長す るものがあつて,

最 も長い ものは2.1mmを 示 していた.移 植

片の多数は表面に痂表を認め る.

3)　 移植後7日:移 植部皮膚には もはや紅

斑を認めないが移植片はなお発赤を伴 うもの

が多数に見られる.母 地 との境界 は明瞭であ

るが相互の癒着は前項 よ り安定 した.移 植 毛

髪の一部は痂皮を貫いて発育 を示 してい る.

痂皮の脱落が起つ てい る.成 長する移植毛髪

の長さは0.9～3.4mmに 及ぶ もの が 認めら

れる.

4)　 移植後10日:移 植片を被つていた痂

皮の大半は脱 落 してそのあ とに鱗屑痂皮を認

め る.移 植片 と母地の境界はなお判然 として

いるが相互の癒着は強固に行われた.移 植毛

髪は発育を続けて2.5～4.35mmに 及んでい

る.

5)　 移植後14日.移 植片上に痂 皮はほ とん

ど認められない.少 数の移植片は鱗屑を被 り

著明な落屑 と毛髪の脱離がは じまつている.

6)　 移植後20日.一 部少数の移植片に軽度

の発赤 と鱗屑を認めるが大方の部分は清潔に

なつた.移 植毛髪の脱離 と残留す る毛髪の生

長を認め るが,残 存 した毛髪の毛根 固着力は

虚弱であ る.

7)　 移植後30日.移 植片 と母地の境界は不

鮮明 となつた.残 存す る毛髪の生長は著明に

見られ,長 さは4.4mmに 及ぶ ものがある.

一部の移植片になお屑痂を認める.

8)　 移植後40日:移 植片は円形の小瘢痕組

織 として認め られ,そ の部に残存する毛髪は

長さ1.7～4.74mmに 及んでいる.脱 毛は前

項 より軽減 したが一部少数の毛髪の脱離がな

お続いている. 1～2ケ 所の毛嚢 炎があつ て

小 膿 疱 を形 成 している.注 射針で穿刺 して

Mercurochromeを 塗布 して炎症は消褪 した.

9)　 移植後50日.毛 髪の脱落をなお認める.

残存す る毛髪の毛根固着力は強 固になつた.
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再生 して くる毛髪の発 芽と思われる黒点を稀

に認め る.

10)　移植後60日:な お脱 落す る毛髪 を認

める,移 植地に残留する毛髪は よく成長 して

20.5mmに 達す るものがある.再 生する毛髪

の発芽 と思われ る黒点を認める.

11)　移植後70日:多 数の毛髪が再生 を示 し

ている,他 方に少数の毛髪の脱離が依然 とし

て続 いている.

12)　移植後80日:な お一部に毛嚢炎を認め

るものがあるが,何 れ も陰部が被移植部であ

つた場合であつて頭部では術後に毛嚢 炎は全

く認めなかつた.移 植片 と母地の境界 は判然

としない,残 存 して生長を示す毛髪の長 さは

20.95mmに 達す るもの がある.も はや 脱落

す る毛髪を認めず毛髪の再生を著明に認める.

13)　移植後90日:一 部少数の毛嚢炎を認め

るが前項 と同様に1～2ケ 所に存在するのみ

であつてそれ以上の毛嚢 炎を同一の患者に見

ることはない.残 存す る毛髪は増 々成長 して

25.5～27.5～31.5mmに 及んでいる.

14)　移植後100日:毛 髪の発芽はさらに著

明になつた.脱 落をまぬ が れ た 毛髪 は 長 さ

25.8～32.5mmに 及ぶ.移 植片は血管に乏 し

く結合織に富め る瘢痕組織 として母地 とはや

ゝ皮膚色を異にするために区別 され る.

15)　移植後150日:脱 落をまぬがれ て移植

地に残存 した毛髪の成長 と再生 した毛髪の発

育を著明に認め,肉 眼的に頭部にお いては直

毛が,陰 部にお いては縮毛が成長 して くる.

移植に失敗 した部分はすでに瘢痕化 して毛髪

は認められない.

16)　移植後200日:移 植毛髪は長 さ74.5mm

に及ぶ ものがある.再 生 した毛髪 の成長は旺

盛であつて長い ものは31.0mmに 達す る.

17)　移植後300日 ～600日:移 植片は口径

1mmのTrepanを 用いた部分 は瘢痕の小な

るために母地 との境界は認めがたい.毛 髪は

よ く成長 して47.3～100.8mmに 及ぶ ものを

認め る.

移植に供す る毛髪は頭髪が最 も適 している.

頭部が被移植地である場合は再生する毛髪 は

直毛(1例 におい て50日 間の観察で縮毛)を

見た.陰 部においてはすべ て縮毛の再生を認

める.頭 部に腋毛を移植 した2例 は給与地の

腋毛に似た太 さの細 い,や ゝ縮毛の形態を示

す ものが再生す るよ うであ る.そ の長 さにお

いて1例 は観察期間が短か く,他 の1例 にあ

つて も患者が常に散髪す るために何 れ程の長

さに及ぶ まで成長するか知 る ことがで きなか

つた.い ずれの場合 も再生 した毛髪 の横断面

は給与地の毛髪の形状に等 しい.

3.　 移植部におけ る経過総括

術後2～3日 間は ガーゼ交換 を行わない(夏

期は2日 後に行 う).2日 後.錫 箔に被われ

ていた移植部は少量の分泌液貯溜 のためにや

ゝ湿潤 して移植片を囲つて軽度の発赤を認め

る.移 植片は軽 く母地 と癒着 して一部の もの

は痂皮を被つている.移 植毛髪 には変化を認

めない.移 植片 は3～6日 で母地 との癒着が安

定 し, 7日 頃 よ り痂皮の脱落が起 り10日 頃に

著明に なつて, 16日 後は脱 落 し終る,こ の頃

患者は局所の〓痒感を訴 える.痂 皮の脱落に

交代す るよ うに鱗屑を認める も, 16日 でほ と

ん ど落屑 し終 り移植片表面に新生表皮が認め

られる.移 植部の紅斑は3日 後ですでに消褪

した ものもあるが,陰 部においては頭部 よ り

も長期間にわたつ て移植片の発赤あるいは移

植毛髪 における毛嚢炎が見られた. 1月 後 も

なお一部の移植片に中等度 の発赤を認めた例

があつた.少 数 の移植毛髪 は14日 頃 より脱落

がは じま り痂 皮の脱 落 したあ とも脱毛は続い

て, 1ケ 月で最高に達 し, 2ケ 月過 ぎると脱 毛

しな くなる.移 植毛の陰部 におけ るものは術

後6日 に1～1.5mmに 達 し, 10日 後1は2.5～

4mmn, 20日 過 ぎると3.2～5.0mmと な り3ケ

月後 で は 平均11.1mm, 6ケ 月後は38.0～

77.4mmに 達 して静止する も最 も長 く観察 し

た1例(1年11月28日)で は最長100.8mm

で あつた.毛 髪 の発芽は50日 頃に認め, 4月

後 も発 芽 して くる部分を認めた例があつた.

頭部瘢痕部におけ る場 合 も陰部に移植 した場

合 も移植毛髪の成長の速度は大差がない.頭

髪を移植した場合に再生する毛髪は被移植部
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が頭部で ある場 合は直 毛が 得られた.た ゞ1

例において縮毛を認めたのは彼が3ケ 月にわ

たつて術野を被 う繃帯を とらなかつた例であ

る.腋 毛を頭部に移植 した2例 は1ケ 月の観

察では移植に成功 した ことを認めたがその後

は連絡がな く,そ の うち1例 は1年2月 後に

兄弟の来院 した ことに よつて得た消息では移

植毛髪は母地のものよ り太 さは細 いが よ く成

長 してい るとい う,そ れが縮毛であるか直毛

であるかは兄 弟か らは知 ることがで きなかつ

た.他 の1例 は1年4月 後に来院 した るに,

給与地の毛髪に似 た細いや ゝ縮毛を示す もの

ゝ再生 を認めた.

4.　 他家移植試験

症例1:丸 ○某,♂3才,血 型A.

瘢痕性脱毛症(後 頭部,火 傷に よる),:血

型Aの 母親の後頭部 より得た有毛移植片を移

植に供 した. Trepanは 口径2mmを 用い,

被移植部に20個 穿孔 した.

成績:20日 後に移植毛の長 さ4.0mmに 及

ぶ, 7月 後, 2個 を残 して18個 の移植片上に

毛髪を認めず, 2個 の部分に所属す る毛髪は

4本 であつて長 さ3.0mmの 直毛が成長を停

止 して存在 していた.

症例2:沼 ○某,♂6才,血 型B.

瘢痕性脱毛症(頭 頂部,化 膿 に よる),:養

母(血 型A)の 側頭 よ り得た毛髪を移植 に供

す る.口 径2mmのTrepanで 被移植部に26

個穿孔 した.

成績:6日 後,一 部毛髪 の長さ2.0mm. 6

月20日 後 の観察では毛髪 を有す る移植片は3

個であつてその部 に所属す る毛髪は合計6本,

長さ平均4.6mmに と ゞまつて成長を示 さず

その毛根固着 力は正常 の毛髪に劣 る.

症例3:高 ○某,♂ 17才,血 型A.

瘢痕性脱毛症(後 頭部,火 傷に よる),:兄

(血型A)の 側頭部 よ り得た ところの毛髪 を

移植に供 した.被 移植部の穿孔数145個,使

用せるTrepanの 口径2mm.

成績:術 後3日 に移植片の一部に血痂 を認

める. 15日 後,移 植片上 の痂 皮の脱落がは じ

ま り痂皮に附着 して少数の脱毛を見 る.紅 斑

お よび膿疱は認めなかつた. 17日 後には痂 皮

と共に一部 の移植片が脱 落す る. 18日 後,移

植毛髪の成長を認め るもそ の速度は 正常の1/8

の程度を示 している. 19日 後,脱 毛を認めな

いま ゝ一応退院せ しめた. 32日 後に来院 して

術後25日 頃か ら中等度の脱 毛がは じまつた

と訴 える.観 察 するに極め て軽度の脱毛を認

め,部 分的に毛根 の黒点を移植片表皮内に認

める.こ れは移植 当時の毛髪が生長を停 止 し

てむ しろ萎縮 して皮内に とゞまつているもの

か,発 芽せん とする毛髪の黒点であるか判然

と定めがたいものであつた. 91日 後:患 者 よ

りの通信 で 得た経過は,約80%程 度が発毛

し,そ の うちある部分は正常毛髪 と同 じ長 さ

に生長を示すがその他は2mm程 度に達 した

ま ゝ生長を停止 して いるのが50%で あると

い う,移 植に成功 した るを80%と し,そ の う

ちの50%が 後者だ と云 うので あろ う,前 者

(正 常 と等 しい生 長を続け る毛髪)は50%で

あるわけになる.興 味深い成績であるか らそ

の後 も連絡を とつたが大阪 の地に就職 した と

い うのみで経 過を追 うことがで きなかつたの

は残念である.

偶 然の ことであろ うが奥田氏の家兎実験に

おけ る1例 お よび大森(清 一)氏 の臨床1例

と ゝもに興味ある例 と思われる.

第4章　 総括な らびに考案

著者は昭和27年 か ら2年 間にわたつ て多数

の患疾に自家生毛移植 を行い,そ の うち比較

的長期にわたつて観察す ることので きた瘢痕

性脱 毛症11例(男8例,女3例),女 子陰部

無毛症お よび発毛不全症14例 と3例 の他家移

植における成績を報告す る.

自家移植の25例 は常 に満足 す べ き結果を

得,そ の成績はほ とん ど100%で あつた.

著者は皮膚柱移植法 と単一毛移植法の 「中

間法」(仮 称)と も云 うべ き方法を施行 し,整

容外科の目的を充分に達す ると ゝもに手術法

の煩雑 さを軽減 し得た.す なわち移植片採取

には単一毛移植法のそれに準 じて給与地に見

られる不快 な後遺症を避け,か つまた毛根 を
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見なが ら細分 するために これを損 じない長所

を踏襲 し,他 方においては欠点 とされた細分

の煩雑を軽減 し, 1～3本 時に5本 の毛根を含

む皮膚小片に細別 した ことは川淵氏が皮膚柱

移植法の一部(移 植片採取法)を 改良 した方

法に比べ ると採取せ る皮膚瓣を剰す ところな

く移植に供す る点で優れ,部 位に応 じて 大小

の皮膚細片を自由に作 り,そ れを適宜に配分

して挿入 した結果は単一毛移植法 と同様に,

再生 した毛髪の刷毛状発生の不自然をさけ る

ことができた.す なわち陰部においては もつ

ぱら口径1～2mmのTrepanを 用 い,頭 部が

移植地た るときは 口径2～3mmの もの を 使

用 した.頭 部 の術野は周囲 の長髪にか くれて

ほ とんどの場合が直接に他 から認め られない

ので,比 較的に 口径の大 きなTrepanを 用い

た.し か し患部が髪際部に 近 い と ころ で は

Trepanの 口径は2mmの ものを 用いる よう

に した.瘢 痕性脱毛症で傷面の大な る者に対

しては痕瘢切除術 を併用 し,更 に移植毛は患

者 の腋毛お よび胸 間の毛髪を もつて移植に供

した.腋 窩は皮下脂肪が多 く,結 合織が少 く

かつ表皮が薄いために皮膚 弁を細別す るに際

して格別の努力を要す る.し か も毛根は散慢

に存在 してその数が少数であるために皮膚弁

を細別す る操作は労多 くして收穫の少い もの

であ る.再 生する毛髪の太 さは頭髪 より細 く,

や ゝ縮毛を示 している.し か し他家移植が不

成功に終る現在では求め る移植毛髪が頭部か

ら得 られない場合に毛幹挿入法を行 うよ りも

自己の腋 毛 に た よ るべ きであ ると考 え てい

る.腋 毛を移植するにあたつて被移植地の皮

膚 と組織的構造がや ゝ異な り,毛 髪の太 さに

おいても差があることは移植に関係な く成功

す る.移 植片挿入に さいして注意すべ きは,

頭 部は母地 と同高に,陰 部にあつてはや ゝ陥

没せ しめ るよ うに移 植 して局所が疣贅様に隆

起す る後遺症 をさける.余 分 の皮下脂肪組織

を充分に除 くことも大切である.そ れが附着

していると移植片は母地 よ り突出するばか り

でな く,術 後は局 所の発赤をまね きやすい.

動物実験で得た結果 はや ゝ深部に移植 した毛

根は表在性に移植せ しめた場合 より毛根 鞘細

胞 の再生が早期に起 るのを認め得 た.手 術回

数は一般には1回 で患者 の意を満す ことがで

きるが繰返 して行つた方が整容的には さらに

成績を挙げ得 る.陰 部に移植す る場合は1回

の手術で目的を達せ られ る.移 植 毛髪の経過

は14日 後 より脱落がは じま り, 1月 後に最高

に達 し2月 過 ぎると脱 毛 しな くなつて毛髪は

次第に発 育 し, 3～6月 後は正常の発 育を示す.

移 植毛髪は一部を残 してほ とん どが上述の経

過で一旦脱落す る が 術後60日 頃か ら再生が

は じま り,次 第に生長発育する.こ の成績は

奥田氏,川 淵氏等の観察 と等 し く,著 者 の観

察では奥田氏 より数 日早 く脱 毛がは じま り,

再生す る毛髪の発芽を数 日早 く認めたに過 ぎ

ない.移 植せ られた毛髪は一般に頭部では直

毛を得,陰 部では縮毛の再生を認め るも横断

面は楕円ないし円形を示 して陰毛に変化 した

ようではない.腋 毛を頭 部に移植 した2例 の

うち1例 の毛髪を横断 して比較 して得た るに,

再生 した移植毛髪は母地の頭髪 と異なつて腋

毛 の形状 を示 していた.要 す るに移植 された

毛髪の再生 した もの ゝ横断面は給与地の毛髪

に等 しい性状を示 している.な お陰部では肉

眼的に縮毛が再生するを大森氏は移植円柱 の

歪 みのため と云 い,川 淵氏は婦人の着用する

下着に よつて毛が習慣づけ られた ものであろ

うとい う.著 者の経験 した頭部に縮 毛の再生

した1例 は患者が3ケ 月にわたつて繃帯で術

野を被つていた事実から思 うに,川 淵氏 の云

う毛髪が習慣づけ られた ものと考 えられ る.

しか し頭部全脱 毛症患者の治療にあた り3ケ

月余にわたつて毛髪 の発芽 と思われる黒点を

見なが ら生長がな く,よ うや く発芽 した数本

の毛髪は動物性繊維 の如 く寸刻的な縮毛であ

つたのは病的原因に よるも,皮 内にあつて伸

び得なかつた事実を示 した もので大森氏 の云

う移植円柱の歪(力 学 的関係)も 考慮 される

と云 える.

他家移植におけ る3例 の うち2例 は不成功

に終 り,血 液型 の等 しい兄 弟の間において行

われた1例 に3ケ 月にわたつて成功 した,不
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成功を見た2例 の各 々の一部に6月 後になお

数本の毛髪が残存 していたのは,変 性に陥つ

た毛髪が単にその部に存 在し,毛 幹挿入法に

よるそれの如 く異物的毛髪に過 ぎない もので

あつた と考える.

第5章　 結 論

1.　 多数 の患者に生毛自家移植試験を行 い,

その うち比較的長 く観察 した瘢痕性脱毛症11

例(男8例,女3例)と 女子陰部無毛症なら

びに発毛不全症14例 の成績 に つい て 報告 し

た.

2.　 手術方法 は皮膚 柱移植法 と単一毛移植

法の中間法を施行 し,整 容 の目的を充分に達

す ると ゝもに有毛移植片細別 の煩雑なる術式

を軽減す ることがで きた.

3.　 自家移植例はすべて成功 した.

4.　 他家移植3例 の うち2例 は不成功に終

つた.血 型の等 しい兄弟の間において行われ

た1例 に3ヶ 月にわたつて成功 したが,そ の

後の成績については追跡す る ことがで きなか

つたた.

5.　 移植すべ き毛髪を患者の頭部に求め ら

れない ときは腋毛お よび胸間の毛髪を移植に

供 し,結 果は成功 した.

6.　 移植に供す る毛髪は頭髪が最 も適 して

いる.一 般に頭部においては直毛を,陰 部で

は縮毛の再生を認め る.頭 部にた ゞ1回 だけ

縮毛を得たのは患者が3ヶ 月にわたつて移植

部を繃帯で被つていた場合であつた.腋 毛を

頭部に移植 した場合は給与地の毛髪に等 しい

太 さとや ゝ縮毛の性状を示す毛髪 の再生を得

た いずれの場合 も再生 した移植毛髪の横断

面は給与地の性状に等 しい.

終りにのぞみ常に御指導をたまわり,か つ御校閲

の労をわずらわした恩師根岸敎授に深く感謝いたし

ます.

本論文要旨は第82回 日本皮膚科泌尿器科学会岡

山地方会(第20回 総会),第15回 日本皮膚科泌尿器

科学会,広 島地方会,第85回 日本皮膚科泌尿器科

学会岡山地方会において発表した.
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UNE ETUDE SUR LA TRANSPLANTATION DES

POILS VIVANTS

Chapitre I Les examens de la transplantation des poils

vivants dans la partie sans poil au corps humain

par

Mme. CHIEKO ANDO

(Clinique de Dermatologie et Urologie, Universite d'Okayama)

Nous avons exprime sur onze exemples de l'alopecie cicatrisante (huit exemples a la 

sexe masculine, trois exemples a la feminine), et sur quatorze exemples de l'hypotrichose de 

valve et encore sur trois exemples de la transplantation des cheveux vivants heterogenes .

Pour la methode d'operation, nous avons employe une methode qui est entre les deux 

methodes de la transplantation de la petite colonne de la peau et de la transplantation 

d'un cheveu. Et ainsi nous avons pu ameriorer la methode d'autrefois et en meme temps 

bien obtenir le but de l'operation cosmetique.

Quant a la transplantation des cheveux autogenes, nous en avons succes a tous les 

exemples. En ce cas, si nous n'avons pas obtenu de cheveux du malade lui-meme qui sont 

necessaires de fournir pour la transplantation, nous avons employe des poils de l'aisselle et 

de la poitrine, et ainsi il en a resulte le bon succes.

Aux trois exemples de la transplantation heterogene des cheveux, nous avons eu succes 

pendant trois mois a un exemple seul, excepte les deux autres exemples, auquels nous avions 
fait la methode precedente en employant des cheveux de la fraternite, a laquelle le type 

du sang (A) est egal a celle du malade.
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安 藤 論 文 附 図

第1図

第1表.症 例 第3,♂17才,

移 植 術後3ヶ 月23日,前 頭 部.

第2図

第1表.症 例 第5,♂22才,移 植 術

後1年4ヶ 月,腋 毛 お よび 胸 毛を 移植

に供 した.両 側頭 お よび 後頭 部.

第3図

第2表.症 例 第2, 20才,移 植 術後6ヶ 月

第4図

第2表,症 例第4, 22才 移 植 術後

1年11ヶ 月28日.


