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第1章　 緒 言

前報告において家 兎を用い, 6種 のVitamin

を各別に加えた生理的 食塩 水に,有 毛移植皮

膚片を浮游せ しめ, 1時 間, 90分, 3時 間後

におけ る変化 を紅織学的に検査 し, V.Cで 処

理 した移植片は組織細胞の変化が最 も軽度で,

 VB6, VB2に おけ る成績 も可良であつた事 を

報告 した.し たがつてその有毛移植片を もつ

て自家移植実験に うつ した.前 実験で組織細

胞の変化は, 1時 間 と90分 後では大差が見 ら

れなかつたので実験移植試験を行つたのは,

各液 中に1時 間浮游せ しめた移植片 と, 3時

間浮游せ しめた ものを以て した.さ らに他家

移植試験 も行い,長 期にわたつ て観察 したの

で,そ の肉眼的所見を報告す る.

第2章　 実験 方法 および検査材料

実験には2.0～2.5kgの 成熟白色家 兎を使

用 し,飼 育法,移 植準備,有 毛移植 片採取法

お よび各液 中におけ る処 理は前編同様に行 い,

同様に被 移 植 部 に口径4～5mmのTrepan

で もつて40～50の 穿孔 をつ くり,移 植片は

母地皮膚表面 と同高に納 め,あ らか じめ用意

してあつた錫箔(一 面に小孔を開けた もの)

で移植術野を被 い,上 より繃帯 を施 して移植

実験を終 る.移 植片を浮游せ しめた溶液 と,

時間の異なる毎に家 兎を異に し,同 一家 兎を

用いなかつた.術 式は皮膚柱移植法に依つた.

すなわち口径4～5mmのTrepanを 用い,

家兎背部皮膚にあらか じめ40～50個 の穿刺

をなし,次 いで一斉 に皮下組織 と切 りはな し

(普 通は この操作は同時に行 われ る),液 中に

浮游せ しめ,採 取条件 と液中におけ る時間の

ずれ を最少に とゞめた(単 一毛移植 法は繁雑

であ る).被 移植地は移 植片を採 取 した部 位

と反対側の背部を撰 び,同 様に穿孔 した中に

挿入 し,術 野を覆つた錫箔は2日 後に除去 し,

以後は用いなかつた.対 照はNaCl液 であ る.

他家移植試験 は2.05kgと2.5kgの 白色家

兎を用い, A家 兎の背部 よ り採取 した有毛移

植片をB家 兎の背部に, A家 兎の ものをB家

兎に交 叉移植 し,移 植片はNaCl液 中に浮游

せ しめた ものを用いた.(NaCl, V.A等 の略

字は前編同様 であ る.各Vの 単位 も前編 と等

しい)

第3章　 実 験 成 績

第1節　 自家移植試験

a)　 移植片採取後,各 液中に1時 間浮游 せ

しめ,移 植 した場合におけ る肉眼的観察所見.

移植後2日

NaCl　 錫 箔 を除 去す るとそれに被われて

いた移 植術部皮膚はや ゝ暗赤色を呈 し,移 植

片を囲つて周辺に 及ぶ ところの発赤侵潤を認

め る.移 植片の表面はわずかに滲出す る漿液

性分泌液のためにや ゝ湿潤 してい るが,錫 箔

を被 らなかつた部分では表面に痂皮を附着す

る.移 植片はすべて母地 と同高にあ り,相 互

間の境界を明瞭に認め,癒 着は極めて不安定

で,わ ずか底部において軽 く母地 と癒着する.

移植片表面の毛髪には 変化を認めない.

V.A.移 植部の紅斑は移植片 と母地皮膚 の

境界に強 く,そ れ よりや ゝ遠 ざか る部分には
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認め られ ない.移 植片 と母地皮膚 の癒着の程

度は弱 く,両 者の境界を明確に認める.移 植

毛髪には変化を認めない.

V.B1:移 植片を囲つてや ゝ広範囲 に わ た

る輪状の紅斑を認め,そ の程度は移植片か ら

遠 ざか るに従つて軽減 してい る.移 植片の 中

心は丘状に隆起 し,表 面は痂皮で被われ るた

めに,そ の部の毛髪は見 ることがで きない.

移植片 と母地皮膚の癒着は不完 全であ る.

V.B2:移 植術部皮膚に見 られ る紅 斑は軽

度で,移 植片は痂皮を被つて母地皮膚 と不安

定に癒着せん としてい る.

V.B6:移 植術部皮膚には瀰漫性に軽 度の

紅斑 と湿潤を認め る他は対照 と大差がない.

V.C:移 植術部皮膚の紅斑は全症例中最 も

軽度で移植片及びその周辺は清潔である.母

地 との関係その他は対照に等 しい.

V.D:移 植 術部皮膚の炎症は全例に比 較 し

て最 も高度に認め られ,移 植片表皮は著明に

壊死に傾 くが,そ の部の毛髪には変化を認め

ない.

移植後4日

NaCl:移 植 術 部の紅 斑は前項に比 較 して

軽減 した.移 植片の表面は厚い痂皮で被われ,

中心部は丘状に隆起 してい る.そ の部の毛髪

は痂 皮に被われ るために認め られ ない 移植

片 と母地皮膚は軽 るく癒着が行 われた.

V.A:移 植片 と母地皮膚の境 界を明かに認

め,相 互間の癒着は不完全であ る.移 植片の

表面は痂皮に被われているために,そ の部 の

毛髪は見 ることができない,移 値術部の紅斑

はや ゝ軽減 した.

V.B1:移 植片を囲 る紅斑はや ゝ軽 減す る

も移植片表面上 の痂 皮は依然 としてそ こに と

ゞまる.移 植片 と母地は明かに区別せ られ る

か相互間の癒着はほ ゞ安定 した.

V.B2:V.B1の 場合に比較 して移植片の表

面 はや ゝ乾燥 し,痂 皮は薄 く,移 植部皮膚 の

紅斑 の程 度ならびに母地 との癒着 の状態はV.

B1の 場合 よ り良好である.毛 髪は痂 皮に被わ

れて見えない.

V.B6:移 植部皮膚は軽 度の瀰漫性紅斑を

認め るが対照 よ りや ゝ軽度である.そ の他は

対照に等 しい.

V.C:移 植術部皮膚 の紅斑な らびに母地皮

膚 との癒着状態は対照 より安定 して良好であ

る.移 植毛髪は痂皮 に被われて認め られない.

V.D:移 植術部皮膚 の発赤侵潤は他家移植

の場合 よりも高度で,移 植片は壊死におちい

る ものを認め る.そ の他 多数の移植片は痂皮

に被われ,母 地 と軽 る く癒着 または癒着せん

としてい る.

移植後7日

NaCl:移 植片の多数 は表面に痂皮を被 る.

少数の痂皮は毛髪を附着 して脱 落せ ん とし,

一部において痂皮は脱 落 し,そ のあ とに移植

片表面は淡紅色の柔軟な表皮面をあ らわす.

その部の毛髪は痂皮 と共に大部分脱落 して移

植片上 に とゞまるものは少い.残 存す る移植

毛髪は著変を認め ない.

V.A:移 植片の周囲に較度の紅斑を とゞめ

る.移 植片はほ とん ど痂皮を被 りその下の毛

髪は見えないが,す でに痂 皮の脱 落 した移植

片上に遺残する毛髪は発育 の傾向を示 して長

さ1.75mmに 達す.移 植 片の中心は丘 状に

や ゝ隆起 している.

V.B1:移 植 片は痂 皮 に被われて その下の

毛髪は見えない.移 植部 の紅斑は著明に軽減

し,わ ずかに認められ るのみである.母 地皮

膚 との境界は前項 と同 じく明 らかであ るが癒

着は さらに緊密 となる.

V.B2:移 植毛髪の脱 落 しないで移植地に

とゞまつた もの ゝ一部は成長 して長 さ2.2mm

に達す る,そ の他大部 分は痂皮に被われて認

めがたい.移 植術部皮膚 の紅斑は術後2日 目

と大差を認めないが移植片 と母地皮膚の癒着

は安定 した.

V.B6:移 植術部皮膚には根跡的に紅 斑を

認め る.移 植片の表 面は厚 い血痂あ るいは黄

色の痂皮に被われてその部の毛髪は認め得な

い.移 植手術はすべて成功 して移植 皮膚片の

壊死脱落 または嚢腫様腫瘍形成は見 られない.

母地 との境界は明 らかであ る.

V.C:移 植部の紅斑は根跡的に して他 の例
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に比べて最 も軽 度で移 植片を被 う痂 皮はV.B6

の場合 よ り薄い.移 植毛髪は よ く遺残 してい

るが,毛 根固着力は損傷を こ うむ らなかつた

母地の もの と比較す るに虚 弱である.

V.D:移 植術部の発赤は軽減 したが,他 の

例に比較 してなお高度に認め る.移 植片 と母

地の境界は明かな るも癒着は前項 よ り進 んで

や ゝ安定 した.移 植 片は黄色の痂皮 または血

痂を被 る

移植後14日

NaCl:移 植術部 皮膚には,な お根跡的に紅

斑を認め移植片を被つていた痂皮は脱離 し,

そのあ とに粃糠様落屑が軽 る く附着 し,そ の

下に移植片は落屑を透 して紅色を呈 し,母 地

との境界は明か なるも相互間の癒着は全 く安

定 した.大 方の移植毛は脱 落 して認め られな

いが,脱 落 しないで母地に とゞまつた毛髪は

生長がは じまる.

V.A:移 植皮膚片の半数 はなお痂皮 を こう

む るが,周 辺の紅斑は全 く消退 した.移 植 皮

膚表面はや ゝ蒼白で母地 との境界 は円形の瘢

痕組織で区別せ られ る.脱 落をまぬがれその

ま ゝとゞまつた移植毛髪の生長がは じまつて

いる.痂 皮脱落のあ とに紅色柔軟 な新生表皮

を認め,そ の所々に点状皮下溢 血を見 る.

V.B1:移 植 部 には根 跡 的 に紅 斑を とゞめ

る.移 植片を被 う厚 い痂皮は,脱 落あ るいは

脱離の傾向を しめ し,す でに脱落 した部分 も

認め,そ の部の移植片表面は白色の鱗屑が浮

いて附着 し,こ れを とお して見る と移植片の

表面は, V.Aの 場合 よ り赤 く健康的 であ る.

移植毛髪は よ く遺残 してその ま 発ゝ育を続け,

脱落す るものは少 く,発 育の程 度はV.Aの

場合 よ り良い.対 照 とはほ とん ど差を認めな

いがや ゝ良好であ る.

V.B2:移 植部皮膚 の紅斑は も早や消 退 し

て認められ ない.移 植片 と母地の境界は明か

であ るが癒着は完成 した.移 植片を被 う痂皮

は脱離の傾 向を示す.

V.B6:移 植 毛 髪の多 くは移 植 片 上に とゞ

まり,輪 状の無毛帯に囲 まれて生長は良好で,

長さはある部分では3.35mmに 達す る.

V.C:移 植片上に遺残す る毛髪の生長はV.

B6に 比べて 一 般に や ゝ劣 り,長 さは2.0～

2.1mmに 達す る,移 植片 中央部は周辺 より

や ゝ高 く隆起 して丘状を呈 し表面に微細な落

屑 を被 る.母 地 との癒着は完全になされたが

移植片は瘢痕化 して結締織に とむためかや ゝ

固 く,母 地に対 して異物的な観を呈す る.移

植部皮膚の紅斑は全 く消退 して認め られない.

V.D:移 植片の多数(約2/8)は 壊 死におち

い り母地か ら脱離す る.移 植に成功 した部分

には毛髪を認め るが,移 植片上に遺 残す る数

が少 く,成 長 もまた他の例に劣 り,や ゝ細 く

長 さも短か く,最 も長い もので1.95mmで

あ る.移 植部皮膚の炎症は全 く消退 して認め

られない.移 植片の中心には周囲か ら入 りこ

んだ新生血管 あるいは皮下 出血 と思われ る暗

赤色を示 し,一 部の中心部は肉芽の形成があ

つて柔かい.移 植片は痂 皮を被 るものあるい

は鱗 屑を被 るものあ り,鱗 屑はV.Cの 場 合

よ りも厚 く,多 くの部分 に認め る.

移植後20日

NaCl:移 植部皮膚の紅斑は全 く消退 した.

移植片の表面は粃糠様 の表皮剥脱 をみ とめ,

一部ではすでに落屑が停止 した部分 もあ る.

落屑の程度は一般にV.B2の 場合 に比べてそ

れ よ り軽度で,移 植片は母地 とは輪状の瘢痕

で境せ られ,そ の表面は淡紅色を呈 し毛髪の

発 芽を認め る.

V.A:移 植部皮膚はなんら損傷を被 らなか

つた部位の皮膚 とほ とん ど変 らな くなつた.

そのなかに母地 と完全 に癒着 した移植片は白

黄色円形 の部分 として認 め,少 数の表面には

なお鱗 屑を被 る.遺 残 した移植毛髪の生長は

この頃 より著明 とな り,そ れはあたか も鱗屑

を押 し上げ るかの ように生長 してい る.毛 根

の固着 力は弱 くて ピンセッ トで〓んでひつば

ると客易に抜け る.生 長の程度は移植片の母

地に接す る部分 よ りも中心部においてわずか

に良好であ る.一 且脱毛 したあ とにはルーぺ

で もつて細 い毛髪 の新生がは じまつてい るの

を認め る.

V.B1:移 植 片は損 傷を 受けなかつた母 地
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皮膚 と同 じ色調を呈 し,そ の表面にわずかに

鱗屑を被 る.周 囲は円形 の瘢痕性無 毛帯 で母

地皮膚 と境せ られ る も,癒 着は前項で完成 し

た.移 植部毛髪の発育はV.Aの 場合に よ く

似 てい るがV.Aよ りや ゝ勝れている.

V.B2:移 植片表 皮は母 地 皮 膚 と同 じ色 調

を呈 し,大 方の ものは白銀色の鱗屑を被 り,

その下に毛髪 の生長を認め得ない 脱落 しな

いで とゞまつた移植毛髪は,厚 い鱗屑に被わ

れた ま ゝ生長を続けてい るが,毛 根固着 力は

弱 い.さ きにのべた鱗屑は,移 植片に固 く附

着 し,強 いてはがす とその下に小出血点あ る

いは淡紅色の軟弱な新生の表皮を認める.

V.B6:移 植片 と母地の境 界はほ とんど区

別 されず,わ ずかに輪状の無毛帯を求めて境

を知 る.移 植片上に遺残す る毛髪の発育は著

明 となる.移 植毛髪 の脱 落 したあ とに,新 生

毛髪の発芽を認める部分 もあ る.少 数 の移植

片はなお鱗屑あるいは痂皮を被 る.

V.C:移 植片 と母地 との境界は認めがたい.

移植毛髪は脱落 しないで母地に と ゞまるもの

が多 く,生 長 も良好 であ る.な お粃糠様鱗屑

を附着す る移植片を認め られ るが大多数 の移

植片は表皮剥脱が停止 して表面は清潔であ る.

この頃に なると移植毛髪の生長はV.B6の 場

合 よ りも良好で着床 の程度 も固着力において

もV.B6よ りや ゝ勝れ てい る.

V.D:移 植部皮膚にはなお瀰漫性の紅斑を

認め る.移 植毛髪 の移植地に とゞまるは少 く

約1/5程度で,大 多数は脱落 した.移 植片を被

う痂皮はV.B6の 場合に似てや 厚ゝ い鱗屑痂

皮を認め る.移 植片 と母地の癒着は一応完成

した.

移植後30日

NaCl:移 植片はなお粃 糠 様 の表 皮 剥脱 を

認め,剥 脱 の程度は前項 よ り軽度である.す

でに表皮剥脱 の とまつた移植片は,紅 色を呈

す る新生表皮で被われ,そ の色を もつて母地

皮膚 と区別せ られ る.移 植毛髪の遺残 した も

の も,新 生の毛髪 もます ます生長を続け るの

が著明に認め られ る.

V.A:移 植片 と母地の境界はほ とん ど区別

され ない 移植毛髪は円形 の瘢痕組織に囲ま

れ,生 長は著明であ る.少 数の移植片上には

なお白色の薄い鱗屑を附着 してい る.

V.B1:移 植片 と母地の境界はV.Aの 場合

に比べ,そ れ よ りも一層不明瞭で,移 植片表

面はV.Aの よ り薄い鱗屑が きわめて軽 く附

着 してい る.移 植毛髪の生長はV.Aの と大

差がない.良 好であ る.

V.B2:移 植片表面は鱗 屑を被 るもの,ま

たは痂皮 の脱落せん としてい る部分を認め,

痂皮はふれ ると容 易に脱離 し,そ の下に新生

表皮をみ とめる.移 植片上の毛髪の生長は良

好であるが, V.Aお よびV.B1の に次 ぐ.

痂皮 ならびに鱗屑 も前記2例 と比べて厚 い.

移植片 と母地の境界は明かに認め られない.

V.B6:移 植片表面は鱗屑を附着 して表 皮

の剥脱を続け,そ の下にすでに新生 した表皮

が淡紅色に,周 辺 は円形 の無毛帯 に囲 まれて

い るのを認め る.移 植片上の毛髪の生長は良

好で固着力も他の例 に勝 る.

V.C:移 植片上の毛髪は密集 して よく生長

している.周 辺母地 との境界は明かでない.

V.D:移 植部皮膚は軽度の紅斑を とゞめ,

移植片の表面には鱗屑が層をな して軽 るく附

着 し,な お表皮剥脱 が見 られ る.遺 残す る毛

髪 の生長はや ゝ良好の傾向を示す.移 植片 と

母地皮膚は瘢痕性無毛帯 で界せ られ る.

移 植後40日

NaCl:粃 糠 様の表皮剥 脱 は ほ とんど停 止

したが,一 部移植片では その表面に浮き上つ

て落屑が附着 してい る.移 植毛髪の脱落 しな

いで生長を続け るものは よ くのび,そ の長 さ

は周辺母地の もの と大差を認め られないが,

母地の もの よりや 短ゝ か く,毛 根 の固着力 も

や ゝ劣 る.移 植片 と母地皮膚 の境界はほ とん

ど消失す るためにその区別は輪状無毛帯を も

つてなす.

V.A:さ きの項で見 られたわずかの鱗屑は

脱離 して移植部皮膚 は正常部 と等 し くなる.

移植片 と母地の境界は 区別が明かに認め られ

ない.

V.B1:V.Aの 場合に等 しい.
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V.B2:移 植片表面には痂 皮を認めない.

少数 の ものは鱗屑を被 り,大 多数 の移植片上

には毛髪が密集 して発育 している.母 地 との

境界はほ とんど消失 して認めがたい.

V.B6:移 植片 と母地の境 界は明か ならず.

移植片を求め るに困難であつた.輪 状 の無毛

帯に囲 まれて密生す る移植毛髪の生長は良好

である.

V.C:移 植毛髪 の生長 と再生 の進行,な ら

びに毛髪 の固着力の増強の他 は前項 と変化を

認め得ない.

V.D:移 植部の紅斑は消 退 して全 く認め ら

れない.少 数 の移植片の表面 になお上皮の剥

脱を認め る.移 植毛髪の脱落 しないでそのま

ま生長を続け るもの と一且脱 落 したあ とに新

生 して来た ものが混在す るが,れ そ等の生長

は他 の例に比べ て劣つている.遺 残 して生長

を続けた毛髪の固着 力は弱 く暴力に よつて容

易に抜け る.

移植後55日

NaCl:輪 状無毛帯 に囲 まれた移 植 毛 髪は

よく生長 して周辺母地の毛髪 と同 じ長 さに達

し,毛 根の固着力は母地の ものにや ゝ劣 る.

V.A:対 照 と等 しい.

V.B1:対 照に等 しい.

V.B2:移 植 片の表 面はや ゝ紅 色を 生す る

新生表皮で被われ一部において軽度の粃糠様

落屑 を認め る.移 植毛髪 は ピンセッ トで〓 ん

で引つぱる と容易に抜け る.

V.B6:移 植毛髪はその長 さお よび固 着力

が母地の毛髪 と比べて大差を認めがたい.

V.C:V.B6の に等 しい.各 移植例 の うち

V.B6と ならんで本 例の成績は良 好である.

むしろB6よ りもや ゝ勝れてい るよ うに思わ

れる.

V.D:移 植毛髪 の生長 と固着 力は術後40日

に比べて増強 したが,他 の例に比較す る と本

例は最 も劣 る.

b)　移植片採取後各液 中に3時 間浮游せ し

めて移植 した場合におけ る肉眼的観察 所見.

移植後2日

NaCl:移 植 片は多数 の ものが母 地 より離

脱す る も,そ の数はV.Dの に比べ て少数で

あ る.移 植部 の紅斑は母地 との境界 に著明で,

これ を遠 ざか るに従つて瀰 漫性 に 正常皮膚 に

移行 し,そ の程度はV.A, V.B1の に比べて

軽度で,V.B6の に等 しい.残 存す る移 植片

は壊死 におちい り,表 皮はや 透ゝ明 に飴色を

呈 し,大 多数の毛髪はほ とん ど脱落 して認め

られ ない.錫 箔の下 に在 つた移植片は,分 泌

液 のために湿潤 して表面は膨化 し,や ゝ白色

を 呈す.湿 潤の程 度 はV.B6の に等 し く,

 V.Dの より軽 度であ る.母 地 と軽 る く癒 着

し,移 植毛髪はほ とんど脱落 し,残 存す る毛

髪は全 く光沢を失つて乾燥 して見える.移 植

部の一般的状態はV.Dの より優れ, V.B群,

 V.Cの に劣 る.

V.A:移 植部は移植片を中心に周辺にお よ

ぶや ゝ限局性の紅斑をV.B群 よ り高度に認

め るも,痂 皮 または分泌液はほ とんど認めな

い.移 植片 と母地は軽 く癒着 し,そ の部の毛

髪 に著変を見ないが,萎 縮 した移植片は母地

皮膚 と色調を異にし,や ゝ透明 に褐色を帯 び

て飴色を呈 している.

V.B1:錫 箔を除 くと,そ の下に移植部は

貯留す る分泌液のために湿潤 し,移 植片 と母

地の癒着は極めて虚弱で,錫 箔 を被 らなかつ

た一部ではAの に似 る.本 例はV.B群 の う

ち最 も成績が劣 り,移 植部の紅斑 も著明であ

る.

V.B2:移 植部 に, V.A, V.B1の よ りも軽

度 の瀰 漫性紅斑をみ とめ,移 植片は正常皮膚

色 に近似 し,壊 死脱 落する ものをほ とんど認

め ない.母 地 との癒着の状態 も良好である.

V.B6:移 植部の紅斑はV.B2の に等 しい.

錫箔に被われていた部分は,分 泌液 のために

湿潤 し,移 植片 に軽度の炎症 を認め,母 地 と

一般に軽 く連絡す るも,一 部不安定 な部分が

あつた.移 植毛髪には著変を認めない.

V.C:移 植部にほ とん ど紅斑を認めず,母

地 との境界 においてわずか に見 られ,他 の例

に比べて紅斑の程度は最 も軽度で,錫 箔 に被

われていた移植部の湿潤 も極めてわずか に認

め られ るのみである.移 植片は母地 と軽 る く
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癒 着 し,表 皮は壊死に傾 ぎや ゝ透明に飴 色を

呈す.移 植毛髪に著 変を認めないが,著 し く

光沢を失つて乾燥 した白色に見 える.

V.D:移 植部の紅斑は,広 範囲にわた り最

も高度であつて,母 地 との境界は明瞭に して

双互間の癒着は極めて弱い.移 植片表皮は壊

死 に傾 き黄色を呈 し,毛 髪は大半脱落 し,残

存す る もの も光沢を失い,乾 燥 した もろい感

じに見 える.錫 箔に被われていた部分は,分

泌液 のために著明に湿潤 し,表 皮の膨化 を認

め る.

移植後4日

NaCl:移 植片は著明 に萎縮 し,そ の程度は

V.Dの が 最 も高 度で本 例はそれ に次 ぐ.し

か しV.Aの よ り高度に萎縮 し,毛 髪は 前項

に比べて 著 変を 認めないが, V.Aの よ り乾

燥 した感 じは毛髪固有の光沢を失つているの

で認め られ る.移 植部一帯はV.Aの よ り軽度

の瀰漫性発赤侵潤を認め る.

V.A:母 地 との癒着はや ゝ安定す るも,移

植片を 中心に周辺母地 に及ぶ ところの,瀰 漫

性紅斑をなお著明に認め られ る 移植表皮は

ほ とん ど壊死 におちいるも,母 地 より低 く移

植せ られた皮膚片 は変性 の程度が軽 く,萎 縮

はNaClの より軽 度で正常皮膚色 に近似す る.

移植毛髪 に著変を認めないが,絶 は生長せん

とし,そ の他多数は光沢を失つて乾燥 して見

え るが, NaClの より生活 力が感 じられ る.

 V.B1:移 植部の紅斑は中等度 にして,移

植片に軽度の萎縮を認め る.母 地 と軽 く癒着

してい る移植片はや ゝ正常皮膚色を示 し,移

植毛髪はV.Aよ り光沢を保ち,一 般に生長

の傾 向を示 している.

V.B2:移 植部の紅斑は極 めて軽 度で ある

が,母 地 との境界 において著明に認め られ る.

多 くの移植片は正常 皮膚に似て明かな萎縮を

認めず, V.Aお よび他のV.B群 に比べて,

より健 康的 で移植毛髪 において も著変を認め

ない.一 部少数 の移植片はや ゝ萎縮が見 られ,

その部 の毛髪は乾燥 した白色を呈 してい る.

母 地 との癒着は軽 く連絡を示す.

V.B6:移 植部の紅斑はV.B1の よ り軽度

で, V.B2, V.Aの に比べて著明(V.B2の が

最 も軽度で, V.A, V.B6, V.B1の 順 に高度)

に認められ る.母 地 と軽 く癒着す る移植片は

萎縮 し大多数の ものは中央が陥没 している.

移植 毛髪に著 変を認めないが光沢が悪 る く,

乾燥 した感 じはV.Aの に似 る.

V.C:移 植部 の紅斑はV.B2の に等 しい.

一般状態 もV .B2の に似 て可良である.移 植

片 に軽度の萎縮 を見 るが,毛 髪に著変を認め

ない.

V.D:移 植部 の紅斑 と移植片の萎縮は最 も

著明で,移 植部は高度の炎症のために汚染 し,

その部 の母地毛髪の生長は著 し く遅れ,移 植

毛髪は光沢を失い,乾 燥 して見 える.

移植後7日

NaCl:移 植片は著明 に萎縮 し,そ の程度は

V.B6お よびV.Dの より高度である.移 植

片表面 はV.Aに 似 て厚 い痂皮 に被われ,こ

れを強いて剥離す ると,毛 髪を附着 して脱離

す る痂皮の下に,す でに表皮の新生が起つて

い る.母 地 との境界は明確 なるも癒着は一応

安定す る.移 植部 には極めて軽度の紅斑を認

め る.

V.A:大 部分の移植片は母地に とゞまつて

暗赤色を呈 し,萎 縮 が見 られ る 母地 との境

界は明瞭で,境 界部 に著明な紅斑を認め る.

相互間の癒着は虚弱 で,移 植片はほ とんど痂

皮に被われ,認 め得 る毛髪は著明な もの,ま

たは一部生長を示す ものな ど様子を異 にす る

が,一 個の移植片に存在 す るものは同 じ傾向

を示している.

V.B1:移 植部 にはなお瀰慢性 の紅斑を認め,

母地 との境界部 に著明である.大 部分の移植

片は鱗屑痂皮を被 り,そ れはV.Aよ り薄い.

癒着は安定 し,母 地 との境界 を不明瞭に認め,

移植片表皮の色はV.Aの よ り正常に似て健

康的に見 える.や ゝ多数 の移植片が母地 より

脱 離 したあ とに瘢痕形成が起つてい る.

V.B2:移 植片はお ゝむね痂皮 を被 り,周 辺

に軽度の紅斑を認める.母 地 との癒着は安定

し,表 面に附着す る鱗屑はV.A, V.B1の よ

り軽度に認め られ る.毛 髪 はその半数が発育
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可 良で, V.A, V.B1の よ り勝れた成 績を 示

している.

V.B6:移 植部 にV.B1の よ り軽 度の瀰 漫性

紅斑(V.B2の よ りや ゝ著 明)を 認め る.移

植片 は大多数 の ものが母地 に とどまり,表 面

は痂皮に被われてい る.萎 縮 はVC, V.B2の

より著明 に見 られ るが,そ の他 の例に比べ て

軽度である.移 植毛髪 には著 変を認めない.

母地 との境界 を明か に認め る.

V.C:移 植片 と母地 の境界部 に軽度の紅斑

(V.B2の に等 しい)を 認め るが,母 地 とは よ

く癒着 してい る.移 植片上 に見 られ る鱗屑は,

 V.B2の よ り著明であ るがVB6の より軽 度で,

遺残 した毛髪は生長 の傾向を示 し,す でに毛

髪の発芽 して くる ものを認め る.周 辺母地の

毛髪 において もそ の発育 は他 の例 に勝 る.

V.D:移 植片を中心 に著明の瀰 漫性紅斑を

認め る.移 植片は高度に萎縮 し,表 面は厚 い

痂皮に被われ,す でに痂皮の脱 落 したあ とに

毛髪の発芽を軽度に認め る.母 地 との境界は

明瞭であ るが,癒 着はや ゝ安定 した.

移植後14日

NaCl:移 植部 の紅斑はほ とん ど消褪 し,極

めて軽度に認め られ る.移 植地に とゞまる毛

髪はV.Dの 場 合 よ り多 数 で,長 さ2.75～

3.3mmに 達 す る.周 辺 の母地の毛髪の発育

は他 の例 と同様 に,移 植片を1時 間処理 して

挿入 した場合に比べ,著 明に劣 つてい る.移

植片表面の痂皮は脱落 して鱗屑を 認め,そ の

下に新生の表皮が見 られ る.母 地 よ り脱離す

る移植片は少数 であつた.

V.A:移 植部の紅斑は軽減 した.移 植片上

の痂皮は厚 く,毛 髪を附着 した ま ゝ脱離の傾

向 を示 している.移 植片 の萎縮 は高 度で,毛

髪の生長は1時 間の場 合に比べ て遙かに劣 る

が,最 長2.5mmに およぶ ものを認め る.痂

皮 と共に脱落す る ものか も知れない.一 般 に

発育はV.B2, V.B6の に次いで可良である.

V.B1:移 植部 にかな り著明の紅斑 を認め,

移植片は高度に萎縮 するも,母 地 とは癒着が

安定 し,表 面に薄い白銀色の鱗屑 が附着 し,

その下に表皮の新生 したのが認め られ る.遺

残す る移植毛髪はV.Aの より光沢があ り,

発育はや ゝ勝れ,平 均の長 さ2.5mmで あ る

移植片 の脱 離 したあ との母地皮膚 に多 くの瘢

痕形成を認め る.

V.B2:移 植部の紅斑はV.B1の に等 しい.

移植片は中等数脱 落 し,そ のあ とに瘢痕形成

を見 る.母 地に とゞまる移植片は著明に萎縮

が見 られ,表 面に稀薄 な鱗屑 を被つてい る.

毛髪の生長はV.B6の に似 て平均2.6mmの

長 さに達す る.

V.B6:移 植部の紅斑は軽度でV.B2の に似

る.移 植片は大多数母地に とゞま り,脱 離す

る数 は少数であつた.毛 髪 もよ く移植地に と

ゞま り2.5～3mmの 長 さを示 し,生 長 可良

であ る.移 植片の萎縮の程 度はV.A, V.B1,

 V.B2の より軽 度で,表 面に薄 い鱗 屑が附着

している.母 地 との境界を明確に認め るが,

一般状態はV .B2の よ りや ゝ可良であ る.

V.C:移 植部の紅斑は最 も軽度で,母 地 と

の境界にわずかにみ とめ られ る程度で ある.

移植片 の表面は鱗屑が浮いた ように附着 し,

その部に少数 の毛髪の新生生長を見 る.移 植

片はや ゝ著明に萎縮 してい る も,母 地 とは完

全に癒着 している.

V.D:移 植部 に軽度の瀰 漫性紅斑を認め,

移植 に成功 した移植片は,表 面に薄 い鱗屑を

附着 し,少 数の毛髪を認め る.長 さ1.5mm

の ものが多 く,少 数は3.5mmに 達 してい る.

おそ ら く脱落 しないで移植地に とゞまつた も

のであろ う.壊 死に陥つた移植片は黄色を呈

す る組織片 として,母 地 に散在性に見 られ る

が,大 多数は脱落 し,そ のあ とに瘢痕形成を

認め る.

移植後20日

NaCl:移 植部になお軽 度の紅斑を認め,移

植片に附着する鱗屑はV.Dの よりも薄 く,

毛髪の再 生 々長はV.Cお よびV.B群 のに

劣 り,最 長は3.5mmで,移 植片の中心部 と

周辺部において一般に生長の差を認 めがたい

V.A:移 植片に接す る母地の 毛髪において

も生長は不良である.移 植片になお萎縮 を認

め,表 面に附着 していた痂皮の脱落が起 つて
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い る.そ の下に認め られ る新生表皮には,と

ころ どころ皮下出血を認め,そ の部の毛髪 の

生 長を認め,長 さ1.55mmに 達す るものが

多い.一 部の毛髪は痂皮 と共に脱 落せん とし,

その部分に も 「ルーぺ」で もつて毛髪 の発芽

,を見 る事がで きる.移 植毛髪が脱 落 しないで

そのま ゝとゞまるものはほ とんど見 られない.

母地 との境界は明かに認め られ るが癒着は充

分行われてい る.

V.B1:移 植片 の表面に附着 していた痂 皮

は,も はや認められないが,移 植部はなお瀰

漫性 の紅 斑を とゞめ る.少 数の移植片には鱗

屑を認め る.母 地側 の毛髪は移植術(組 織片

採取後3時 間を経た ものを移植)に よるとこ

ろの炎症のためか1時 聞の場合 に比べ て遙に

お くれてい る.移 植 毛髪の再生 の数 と生長の

程度はV.Aの よりや ゝ勝れ, 4.35mmに 達

す るものをや ゝ多数 に認め る.

V.B2:移 植部には紅斑 を認めない.移 植

片上の毛髪は た多数脱落 して母地に とゞまる

ものは少 く,長 さ2mm程 度である.移 植片

と母地 の境界を不鮮明に認める.一 部の移植

片 が脱落 したあ との瘢痕組織はや ゝ血管に と

む.

V.B6:移 植部に軽度の紅斑を認め るが,そ

の部の母地毛髪はV.Cの と同様に 生長 可良

であ る.移 植片上に薄 い鱗 屑が附着 し,毛 髪

をあま り認めないが,他 の例に比べて数が多

い.移 植片は 母地 とよ く癒着 して着床の状態

は良好である.

V.C:移 植部 には紅斑を認めない.移 植片

の一部が脱落 したあ とに瘢痕形成が見 られ る.

移植毛髪はほ とん ど脱 落 して残存す るものは

ほ とん ど見 られないが,す でに毛髪の新生が

起 り, 2.65～2.98mmに 達す るものを多数 認

め,発 育は周辺 母地の もの よ り不良である.

V.D:母 地に残存 した移植片は少 く,大 多

数 の ものは脱落 し,そ のあ とに瘢痕形成 を認

め る.移 植片上に認め られ る毛髪 の数 はや ゝ

少 く,発 育 も著 しく劣 つてい る.移 植片 と母

地の境界 はや ゝ不明瞭で新生 の表皮は淡紅 色

を呈 し,厚 さが薄 く,表 皮 を とお して皮下出

血 と新生血管 を認め ることができる.一 部の

新生表皮には鱗屑が浮いた よ うに附着 してい

てなお表皮剥脱 が認められ る.

移植後30日

NaCl:移 植 部には もはや紅 斑お よび鱗 屑

は認められない.移 植片に接する母地の毛髪

の生長は一時間の ものに比較 して一般では著

明に劣 るが,本 例は中等度可良であ る.母 地

との境界は淡紅色を呈す る円形 の瘢痕組織で

境せ られ る.移 植毛髪は長 さ6.5～7.75mm

におよぶ ものを認め る.

V.A:移 植部の紅斑は著明に減退 した.移

植片の表面に鱗屑 または痂皮を認め るが,そ

れを認めない部分 は赤色柔軟 な新生表皮上面

は凹凸が著明で多数 の毛髪 の発芽を認め,そ

の部にすでに生長を示 してい る毛髪は,移 植

片周辺の もの と ゝもに1時 間の場合に劣 り,

 2.65～5.5mmの 長 さを示 し,毛 根 の固着力

ぼや ゝ強固になつた.

V.B1:移 植部の紅斑は全 く消褪 した.周 辺

母地におけ る毛髪 の生長はV.Aの に比べて

や ゝ勝れ, 4.5mmに 及ぶ ものが 多 く,数 も

増量 した.移 植片 と母地の境界は認め難 く,

円形無 毛帯 でその界 を知 る.

V.B2:移 値片は なお軽度の表皮剥脱 を 続

け,一 部の上面に鱗屑が浮いた ように附着 し,

その下に毛髪の発芽 して くるのが見 られ,表

皮は著明に凹凸を示 してい る.大 多数 の移植

片上に毛髪はほ とんど再生 し,発 育の程 度は

母地に接する辺縁 と移植片 中央部 とでは大差

を認めないが,辺 縁の ものがや ゝ長い ようで

ある.移 植部母地の毛髪の生長はV.Aの に

勝 り, V.B1の と等 しい.

V.B6:移 植 片は円形 の無毛帯に囲 まれ,そ

の中に移 植 毛 髪は著 明な生 長を 示 し,長 さ

17.75～26.0mmに および,再 生の数 におい

て も1時 間 の ものにほ とん ど等 し くなる.移

植部には もはや紅斑を認めない.母 地側 の毛

髪 において も他 の例 に比べて生 長が最 も勝れ

ている.

V.C:移 植部の母地 におけ る毛髪の生長は

良好で,そ の部に移植片は瘢痕性無毛帯に囲
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まれ,表 面上の毛髪は母地の もの よりや ゝ短

いが漸次成長 してい る.移 植片上に もはや鱗

屑を認めない.

V.D:移 植片上の毛 髪は4.4～8.8mmに

達 し,周 辺に紅斑を認めないが移植片はなお

表皮剥脱が あつて粃糠様鱗屑を附着 し,そ の

下の新生表皮は薄 く,軟 弱な感 じに見 える.

移植母地の毛髪の生長は この頃 よ りや ゝ良好

とな り,平 均10mmに 達 す る.

移植後40日

NaCl:移 植毛髪 は10.1mm～20.2mmに

達す るも,周 辺 母地の ものに比 してや ゝ短い

周辺母地の毛髪 も1時 間の場合 よりも著明に

成績が劣 り,今 回の実験 中ではV.Cの に劣

つてい る.

V.A:移 植片上の毛髪は9.5～12.5mmに

達 した,周 辺母地の毛髪 において も1時 間 に

比 して発育は著明に遅れてい る.

V.B1:移 植片の新生表皮は や ゝ淡紅色を

示 し,毛 髪 の長い ものは14.5mmに 達 して

いる.周 辺母地 におけ る毛髪の生長はV.Aの

より勝れて認め られ る.

V.B2:移 植片お よび周辺母地の毛 髪は,

や ゝ正常 の ものに近似 し,V.Aお よびV.B1

のよりも成績 は著 し く勝れてい る.

V.B6:移 植部の毛髪の生長は正 常の もの

に比べてや ゝ劣 り,移 植片表面 になお鱗屑を

認め,母 地 との境界は円形無毛帯で堺せ られ

る.移 植 片 上の毛 髪の長い ものは36.0mm

に達する.

V.C:移 植片上の毛髪は12.5～20.5mmに

達 し,生 長の程度はV.B2に 次いで 良好であ

る.こ の頃 では周辺母地の毛髪 とほ,とんど差

が認められず,毛 根 の固着力 も強固 となつた.

移植後55日

NaCl:移 植毛髪は長 さ6.0～26.0mmに お

よび,周 辺 母 地の毛 髪 も著 明 に生 長を 来 し

V.Cに 近似す る.母 地 との境界は不明瞭 とな

るも移植片上の新生表皮は厚 さが薄 く,や ゝ

柔弱に認め られ る.

V.B1:移 植 片の新 生 表 皮 は薄いために新

生血管お よび皮下出血がや ゝ暗赤色に透見 さ

れ る.円 形無毛帯で囲 まれ るなかに移植毛髪

は, 21.5～26.0mmに 達 し,周 辺母地の もの

よ りや 短ゝ い.移 植部 母地の毛髪は正常の も

の よ りや ゝ発育が遅れてい る.

V.B2:移 植毛髪の発育は周辺母地に 等 し

く長 さ22.6～27mmに お よぶ.移 植片表面

になお軽度の落屑を認め る部分が あ り,新 生

表皮 は剥脱 を続け,厚 さが薄 くや ゝ紅色 に認

め られ る.

V.B6:移 植 毛 髪の生 長はV.B2の に似 て

良好を示 し,周 辺母地の もの と同様 に生長 し,

大多数 の ものは26.4mmに 達す る.移 植片

の新生表皮は正常皮膚色 または極めて淡い紅

色を示 し,厚 さがや ゝ薄い感 じに見え る.

V.C:移 植毛の生長はV.B2の に似 る.長

さ16.5～25.5mmに お よび,新 生 して くる

ものを著明に認める.移 植片表皮は正常皮膚

に等 しい.

第2節　 他家移植試験

皮膚桂移植法 によ り(口 径4mm Trepan使

用), 2.05kgと2.5kgの 白色家 兎の背部を

撰 んで交叉移植 した.有 毛移植皮膚片はNaCl

中に浮遊せ しめた.

肉眼的観察 所見

移植後2日:移 植部皮膚は移植皮膚片を中

心に周辺に及ぶ ところの炎症性紅斑を認め る.

移植片 と母地皮膚 の境界は明瞭 にして移植片

は単 に母地皮膚の穿孔内に置かれた ように見

えるが,基 底において母地 とは軽 く癒着がは

じまる.移 植片表皮は分泌液のために湿潤膨

化 し,そ の上の毛髪は多数遺残 して著変を認

めないがすでに脱離 した もの も少 くない.

移植後4日:移 植部はなお湿潤 して瀰漫性

に紅斑を とゞめその程度は自家移植術後4日

のV.Dの 場合 よ りや 軽ゝ 度であ る.し か し

移植皮膚片はすでに壊死進行 し表面は悪臭を

有す る分泌液 の滲出に よつて湿潤 してい る.

すでに母地 よ り壊死脱離 した もの,あ るいは

脱離の傾向を示す もの もある.母 地に遺残す

る移植片表面の毛髪は多数脱落 し,残 る少数

の毛髪 も機械的刺戟に よつて容易に抜け る.

移植後6日:移 植部に認めた紅斑はや ゝ減
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退 した.分 泌液 の滲出はほ とん ど停止す るも

移植 片の壊死状態は著明に進行 しその表面 及

び壊 死脱 落 したあ との母地損傷部は痂皮で被

われ る.母 地に遺 残す る移植片の中心は著明

に突出 して,前 項同様脱離 の傾向を示す もの

が多数 認め られ る.し か し移植片 と母地の移

行部は反つて癒着が安定 して見 える.

移植後8日:移 植皮膚片 は大半壊死脱落 し

そのあ とに瘢痕形成 を営む.な お母地に とゞ

まつて周辺 とよ く癒 着 してい るもの もあ り,

その表面には毛髪が残存す るが機械的刺戟に

よつて容易に脱離す る.

移植後10日:移 植部皮膚にはなお軽 度の紅

斑を認め る.移 植片の壊死脱 落は前項 よりさ

らに進行す るもその他は前項に比べて著変を

認めない.

移植後12日:移 植部の紅斑はすでに消褪 し

て認め得 ない.移 植片はほ とんど壊死脱落 し

てそのあ とに瘢痕形成をみ る.な お母地に と

ゞまる移植片は高度に萎縮 してその表面は痂

皮に被 われ るために毛髪を認め得ないが一応

脱 落 した ようである.

移植後14日:母 地皮膚に とゞまる少数 の移

植片の表面は痂皮を被 るもの もあるが痂皮は

毛髪を附着 して ともに脱離の傾向を しめす.

多数 の痂皮はすでに落屑 してそのあ とに毛髪

を認めない.移 植片 の脱離 したあ とは瘢痕形

成を営み,一 部 の瘢痕組織の中心には高度に

萎縮 した移植片 と思われ る円形帯 黄色の組織

を認め る.

移植後16日:移 植皮膚片はほ とんど壊死脱

落 しそのあ とは薄い瘢痕組織で充填せ られ る.

移植片が萎縮 しその ま 比ゝ較的長期にわたつ

て とゞまつた瘢痕組織の中心に粟粒大の痂皮

を認め る.稀 薄な瘢痕組織の中心は血管に と

む柔軟で暗赤色の肉芽性小円形部を入れ,そ

れを囲んで血管に乏 しい結締織に とむ白色を

呈す る部分を認め る.そ の他 の瘢痕組織は一

様 に白色を呈 してい る

移植後20日:円 形 の瘢痕組織の表面には薄

い白色の鱗屑 が浮いた ように附着 し,鱗 屑を

被 らない もの もあ りそれ等 少数の瘢痕 の中心

に極 めて小 さい粟粒大の痂皮が小点状に附着

している.毛 髪は全 く認め られない.

移植後24日:移 植片が脱離 したあ とを補填

した瘢痕組織 の表面には も早や前項で認めた

鱗屑 も痂皮 も認 め得ない.こ の期 に移植部に

一過性 の炎症性紅斑をみ とめた部分が あつた.

移植後30日:移 植片はすべて壊死脱落 して

そのあ とには結締織に とむ瘢痕組織で補填せ

られた.瘢 痕組織はや ゝ薄 くその上に毛髪は

認めない.

第4章　 総括な らびに考案

著 者 は有 毛 移 植 皮 膚 片 を 浮 遊 せ しめる

NaClに, V.A, V.B1, V.B2, V.B6, V.C, V.Dを

各別に加 え,そ の各々に家 兎よ り採取 した有

毛移植皮膚片を浮遊せ しめ, 1時 間, 90分,

 3時 間後に液 中よ り取 り出 して,組 織細胞の

変化 を検査 し,細 胞 の核濃縮(一 部は膨化),

核破壊像,膠 原繊維 の混濁,膨 化等 の進行を

認め, V.Cに おいては組織細胞 の変性 が最 も

軽度で, V.B6, V.B2の それ も可良な成績を

得たか ら,そ の移植片を もつて移植試験に移

しいか なる成績を得 るかを観察 した.前 実験

で組織細胞の変化は1時 間後 と90分 後では,

成績に大差が認め られ なかつたので後者を移

植試験に移す事は行 わず, 1時 間後 と3時 間

後の移植片を もつて本実験を行 つた.さ らに

2匹 の家 兎を用い,他 家 移 植 試 験 を 行つて

2-30日 間観察 したので両者の肉 眼 的観察所

見を報告す る.

臨床的には単一毛移植法を基準に,皮 膚柱

移植法を併用 して,中 間法 とも云 うべ きもの

を施術 して整容外科におけ る目的を充分に達

したが,動 物実験では皮膚 桂移植に依つた.

1.　 自家移植試験 a)移 植片採取後,各

液 中に1時 間浮遊せ しめ移植試験を行つた成

績:移 植部 の紅 斑は大体7～14日 で消褪す る

が,高 度の炎症を起 したV.Dは30日 後 も術

野に軽 度の紅斑を と ゞめ, 40日 後 よ うや く消

褪 した.移 植毛髪の大部分 は14日 前後 に脱落

し,残 留する毛髪は7～14日 後発 育の傾向を

示 し, V.B6は7日 後3.35mmに お よぶ も
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のを 認め,最 も発 育 の劣 るV.Dで は1.75

mmで あつた.大 矢氏1)は 健康な26才 の女子

(パ ーマネン トを かけていない)の 頭 頂 毛に

つい て成 長を 測 定 し, 1日0.33～0.50mm

(平 均0.44mm)に なると云 う(Pincus,谷

野2),前 田氏等 も略 々同 じ成 績1)), V.B6は

大矢氏の人間 におけ る毛髪 の成 長1日 平均 よ

り優 れ, V.Dは 平均価の1/2に過 ぎなかつた.

毛髪 の再生は, V.Dを 除 く他 は20日 後に

発芽を認め,そ の うちV.B6, V.Cの は著明 に

見 られた, V.Dは 他 に20日 遅 れて術後40日

に して発芽を認めた. V.B6. V.Cの 移植片上

の毛髪は55日 後に至 ると,周 辺母地の ものに

比較 して,長 さお よび毛根固着力に差が認め

られず, V.Dを 除 くその他 の例は,長 さに

おいては母地 と大差が見 られないが,母 地の

もの より毛根固着力がや ゝ劣つていた.一 般

に移植毛髪の大 部分 は14日 前後 に脱 落 し,

 20～40日 後に発芽があつて次第に成長 し,母

地のもの と差が見 られな くなる事は,奥 田氏3)

の実験成績に等 しい.痂 皮は4日 後に形成 さ

れ,大 多数 の ものは14日 後落屑 し,そ の下に

表皮の新生 を認め,母 地 との連絡が全 く安定

した.

b)　 移値片採取 後,各 液中に3時 間浮遊せ

しめ移植試験 を行つた成績:移 植部の紅斑は

一般に前述の場合(以 下a)よ り高度に見 ら

れ, 14-20日 後に いた りaよ り7-10日 お く

れて消褪す る.移 植片 のや ゝ多 くが母地 より

脱落 し,母 地に残留 した移植片は著明に萎縮

し,表 皮は高度 な壊死に傾 き,毛 髪は特有 の

光沢を失つて著 しく乾燥 して見 える. 2日 後

すでに脱毛がは じま り, 14日 にほ とんど脱落

し終 る(aよ り7-10日 早 く脱 毛が 起 る).

 V.Cの はその頃 より毛髪 の発芽が認め られ る.

一般には30日 後 に発芽がは じま り, 55日 後 も

なお再生 が続いていた.移 植毛髪 が脱落 しな

いで母地に とゞまるものはほ とん ど認め られ

なかつた.脱 毛はaよ り早 くは じまつたが再

生は,そ れ と反対 に10日 遅れ て起 り,遅 くま

で続いた.初 期 におけ る再生 と発育の速度は

aよ り著 し く遷延 し,両 者の間 に著明な差が

見 られたが, 30-40-55日 後は加速度的に発

育を 早やめ, 55日 後 の成 績 はaの70～90%

(平 均80%)に 達 した.母 地の毛 髪の経 過 も

ほ ゞ等 し く, 55日 後に何等損傷 を被 らなかつ

た部分の毛髪 と比較 して,平 均90%以 下の生

長を示 していた 移植毛の再生 と発育の遅延

は,移 植片を採取 した後長時間を経た ゝめ,組

織細胞が著 しく変性 に陥 り,細 胞 自身の生活

力の低下を来 し,そ れの回復 された後半期は

細胞増殖が起 り,著 明 な発育が見 られた と考

える外に細胞変性に よる二次的障碍,殊 に表

皮の高度 な壊死は,移 植片には 自家中毒的に,

母 地に対 しては広 義 のKorperfremdの もの

として有毒的に作用 した ゝめ,こ れ等 の結果

を まねいだ もの と考える.本 試験においても

aと 同様に, V.C, V.B6, V.B2の 成 績が優

れ,そ の うちV.Cは 最 も経過が良 好であつ

た. V.Dを 除 く他 の例 は大差が見られなかつ

た. V.Aは 成 績 可良でNaClよ りや ゝ優 れ

ていたが44日 後, V.Dは 成績の劣 るま ゝ36

日後 に家兎が斃 死 したため,最 後 まで観察出

来 なかつた.

表皮に著明な壊死 を来す ことは生毛移植 と

直接関係がな く,自 家移植 においては毛根 を

損 じないで移植すれば,相 等時間を経過 した

後 も植毛は可能である.し か し毛根を含む皮

膚片 の状態は全 く生毛移植 に関係がない とは

云えない.そ れは直接関係 しないが,毛 髪の脱

落,再 生 と発育に深 く影響す ることはb試 験

で さらに明確に知れ,さ きに述べた如 くであ

る.本 移植試験は第2編 において報告 した成

績 と同 じ結果が得 られ, a試 験 よ りb試 験 は

明確 にした.毛 嚢 皮脂線 になん等かの刺戟を

与え,同 時に,毛 根を含む皮膚組織の生活条

件 を種々に変 えるとき,生 毛移植は さらに成

績 を挙げ得 る興味深い結果を得た.

Ⅱ.他 家移植試験:2日 後移植部に著明 な

紅斑を認め,移 植片はすでに母地 より脱落す

るものがあ り,壊 死の進行 とともに脱 離は次

第 に著明 になつ て, 10-12日 後にほ とんどの

ものが母地 よ り離れ,そ のあ とに瘢痕組織が

形成 される.移 植部 に最初認めた紅斑は この
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頃 に消褪す る. 4日 後 より移植片上面お よび

移植片が脱離 した 母地損傷孔 に形成せ られた

痂皮は14日 後にほ とん ど落屑 し,移 植片が萎

縮 した ま ゝ比較的長期間,母 地 の瘢痕組織内

に とゞまつ た一部分では,粟 粒大の痂皮が点

状 に附着 し, 24日 後には鱗屑 も痂皮 も認め ら

れな くなつ た.毛 髪は4日 後 より脱 落 しは じ

め,痂 皮に附着 して14日 後 にはほ とん ど脱落

し, 16日 後は毛髪を認めず,再 生は全 く起 ら

なかつた.奥 田氏の研究に よると他家移植は

不成功 に終 るよ うである.唯 一回であるが同

腹 の家兎 において30余 日にお よんで成功 した

が動物が斃死 したので経過を追跡 し得なかつ

た.大 森氏4)は 人体で1例,血 液型の等 しい

親 子の間に4ケ 月に亙つて成功 してい る.著

者 も人体で血液型の等 しい兄弟の間に3ケ 月

に亙 つて成功 した例があるが,前2者 と同様

に長期間観察 することはできなかつた. Karg,

 Reverdin, Mauel等 が各 々,ネ グロの皮膚 と

白人傷面に白人の皮膚をネグロの傷面に植皮

して成功を得,移 植 皮膚が 母 地の皮 膚 色に

変 じた報告が あ り5), Bauerが 一卵性 双体児

同種植皮を行 い, 3ケ 月間成功(患 者の年令

に不明, 3ケ 月後検査がな く,顕 微鏡および血

球凝集反応 もない)し てい る5). Thierschも

成功 した と云 う5).こ れ等 は長期の観 察 を欠

き,検 査に不備 がある.人 間では同種上皮移

植は不成功だ と云 うLexer6)等 は肉眼的,顕

微鏡的検査 を行 い,大 島氏η も同様に観察 し

て,人 間で4週 後に全 く脱 落 す るを 認めた

Sick, Konig, Scholz5)等 の報告 も同様である.

多 くの研究報告に よ り,同 種植皮は不成功 に

終 ると考 えられ る.植 毛におい ても同様であ

る.少 数ではあるが著者の経験 した他家移植

の臨床3例(1例 は3ケ 月間成功)が 不成功

に終つた よ うに,動 物(家 兎)試 験1回 は陰

性であつた.

第5章　 結 論

1.　 有毛移植皮膚片を 浮 游 せ しめ るNaCl

に6種 のVitaminを 加 え,各 々の液に浮游せ

しめた家 兎の移植片について組織学的検査を

行い,自 家移植試験を行 つ た.対 照はNaCl

とした.

2.　 自家移植試験では第2編 と同 じくV.C.

 V.B6, V.B2の 順 に好 成 績 を得, V.Dは 他

に劣 り, V.A, V.B1は 対照に等 しい.

3.　 a試 験では一部少数 の毛髪は移植地に

とゞまるも,多 くの毛髪は一 旦脱落 し,後 に

再生 して来 る.b試 験 もa試 験 と同 じ経過を

とるが,移 植部に高度の炎症を記 し,移 植毛

はほ とん ど脱落 し,そ れはa試 験 より早 くは

じま り,再 生は反対 にa試 験の場合 よりお く

れては じまり,遅 くまで続 いた.

毛髪の初期 におけ る発育は著明 に遅れ,後 半

期を過 ぎて加速的に成長 した.b試 験 では周

辺母地の毛髪において も発育が遅れた.

4.　 毛根を損 じないで移植すれば,移 植片

採取後相等の時間を経過す るも植毛は可能で

あ る.

5.　 表皮の著明 な壊 死は生毛移植 と直接関

係を認めないが,毛 髪の発育に影響するよう

であ る.

6.　 有毛移皮膚片を浮遊せ しめ るNaClに

V.Cを 加 えるとき生毛移植は さらに成績を挙

げる.

7.　 他家移植試験は不成功 に終つた.

稿を終るに臨み,御 指導をたまわり,御 校閲の労

をわずらわした恩師根岸敎授に深謝いたします.
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UNE ETUDE SUR LA TRANSPLANTATION DES

POILS VIVANTS

Chapitre III Les experimentations aux animaux sur la trans-

plantation des poils vivants (Les observations macroscopiques)

par

Mme. CHIEKO ANDO

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

Pour l'examen de la transplantation des poils autogenes, nous avons choisi des morceuax

 de la peau poilue aux nombreux lapins, disposes en meme maniere que nous avions deja in-

dique aux deuxieme chapitre, et ainsi nous avons en observe les changements pendant cin-

quante-cinq jours. Et en outre, nous avons execute l'examen de la transplantation de la peau

 poilue heterogene, et par consequant nous exprimons des observations macroskopique a ces

 deux examens.

A l'examen de la transplantation autogene de la peau poilue, la chute des poils trans

plantes etait en minorite.

Au point de vue de la resurrection et de la croissance des poils et aussi de la cohesion

 des racines des poils, nous avons obtenu le meilleur resultat a la transplantation des mor-

ceaux de la peau disposes dans les deux verres du serum artificiel augmente separement de

 la vitamine C, et de la vitamine B6. Et encore nous avons obtenu ces resultats comme

 dessous qui etaient, de moins en moins valuables c'est-a-dire, etait inferieur le resultat

 obtenu a la solution de la vitamine B1 a celui precedent, etaient egalement assez inferieurs

 les resultats obtenus dans les trois verres du serum artificiel, de celui separement augmente 

de la vitamine A et de la vitamine B1 a celui precedent, et de plus etait le moins valuable

 le resultat obtenu en cas de la transplantation de la peau disposee dans la solution augmen

tee de la vitamine D.

Et en outre, quand nous avons compare les deux resultats des peaux flottantes dans

 chaque solution pendant une heure et trois heures, le dernier etait considerablement inferi

eur au premier. Et de plus, l'etat de la croissance au dernier etait en retard de deux sema

ines ou de plus.

A l'examen de la transplantation de la peau poilue heterogene, les morceaux transplantes 

y avaient necrose et dans deux semaines ils ne restent plus aux parties transplantees qui

 etaient deja remplies du tissu cicatrise et en meme temps nous n'avons pu y apercevoir

 d'un poil.


