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章1章　 緒 言

前報告において生毛移植の前処置に用い る

生理的食塩水中にVitaminを 添加 して 移植

の操作が毛根な らびにその周囲の組織細胞に

お よぼす影響を家兎の有毛移植片について時

間を追つて組織学的に検査 したので,本 篇で

はさらに多数の家兎を用い,そ れ より採取 し

た有毛移植片を同様 の方法で処 理 して 自家移

植試験を行つた.別 に他 家移植を行い,ま ず

肉眼的観察,さ らに移植後種個なる時期に該

部の皮膚を切除 し,組 織学的検査を行つた.

自家移植試験においては特に浜崎氏1)の 石炭

酸 フクシン沃度法に よ り,移 植せ しめた毛根

鞘細胞核ならびにその周囲の細胞核の壊死な

い し変性 の判定 を 浜崎 氏のKetoenolgranula

の消長に求め,そ の関係を追求 した.他 家移

植試験では移植組織細胞核の確実な生死を知

るためにFeulgen2)の 反応 を検索 した.

第2章　 自家移植試験

第1節　 実験材料お よび実験 方法

1.　 実験材料:家 兎多数,ヘ マ トキシ リ

ン ・エオジン重染 色法, Van Gieson氏 法 及

び浜崎氏 石 炭 酸 フ クシ ン沃 度 法 な らび に

Baryt水 分別後石炭酸 フクシン沃度法を行 つ

た3).

2.　 実験方法:皮 膚切除は移植後2日, 4

日, 7日, 14日, 20日, 30日, 40日 お よび55

日の8回 にわたつて行 つた.(各Vitamin別

による実験家兎お よびそれ より得た組織片 の

称 号 は前 編 と同 様 に 略 称 してNaC1, VA,

 VB1, VB2, VB6, VCお よびVDと す る).

A)　 浜崎 氏石 炭 酸 フク シ ン沃 度 法3)

Ⅰ.　固定 と切 片 ・薄 い 小 組 織片 を 昇汞 液

(昇 汞30g,醋 酸5.0cc, Muller氏 液100cc)

で3日 間固 定 後, 10%フ オル マ リン溶 液 中 に

1日 浸 した 上,型 の通 りに パ ラ フ インに 包埋,

6μ の 切片 とす る.(こ の方 法 で 呈色 す る顆

粒 をKetoenolgranulaと 総 称 してい る).

Ⅱ.　染色 液

a)　 石炭 酷 フ クシ ン液:フ ク シ ン0.5gを

5ccの 純 アル コール に完 全 に 溶解 し,こ れ に

3%石 炭酸 水95ccを 加 え,振 盪 した 後濾 過

す る.

其 他 の試 薬

b)　 1%塩 酸 水

c)　 Lugolの 液

d)　 1%次 亜硫 酸 曹達 水溶 液

e)　 3%塩 酸 水

Ⅲ.　染 色 法

1)　 石炭 酸 フ クシ ン液 で1時 間 染色.

2)　 水洗5分 間.

3)　 1%塩 酸 水 で10分 間 分 別.

4)　 水洗5分 間.

5)　 Lugolの 液 に30分 間浸 す.

6)　 1%次 亜硫 酸 曹達 で漂 白す る.

7)　 水洗5分 間 .

8)　 3%塩 酸 水 で30分 間分 別.

9)　 流 水 中 に て10分 間 水 洗.

10)　 上 昇 アル コー ル を約30分 間 通 し,純 ア

ル コール に移 して20分 間 脱水 と同時 に分 別 .
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11)　 キジ ロ ール にで き るだ け 永 く浸 して透

徹.

12)　 バル サ ムで封 入.

B)　 Baryt水 分 別 後 石 炭 酸 フク シ ン沃 度

法:型 の如 く固 定 し,パ ラ フイ ン 包 埋. 6μ

の 切片 と し,パ ラ フイ ン,つ い で キ シ ロール

を 除 き5分 間水 洗後, 24時 間0.3%水 酸 化 バ

リウム 中に浸 け,前 記 石炭 酸 フ クシ ン沃 度 法

を 行 う.

ヘ マ トキシ リン エ オジ ン重染 色 法 お よび

Van Gieson法 に つい て は略 す.

第2節　 実 験 成績

先 ず頻 回 に用 い る術 語は 文 章 の繁 雑 を避 け

るた めに 次 の如 き略 字 を用 い る こ ととす る.

石 炭 酸 フ クシ ン沃 度 法 はC・F・J・ 法, Baryt

水 分 別 に よ る も の は単 にByt水,ヘ マ トキ

シ リ ン ・エ オ ジ ン染 色 はH・E染 色, Van

 Gieson法 に よ る はV・G法 と し, Ketoenol

granulaお よび-substanzをK・E・Gあ る

いはK・E・S, KetoenollipoidをK・E・Lと す

る.

第1項　 移 植 片採 取 後,各 液 中に1時 間

浮 游せ しめ て移 植 した 場 合の 組 織学的 所 見,

移 植後2日

N aCl) 　H・E染 色:移 植片表皮お よび表皮

直下の結合織に少数 の円形細胞 と多形核 白血

球の浸潤があ る.毛 根鞘上皮細胞は表層な ら

びに毛球部のもの も染色 可良である.

V・G法:移 植片表皮の基底層細胞は核濃

縮 を起 してい るが,有 棘 層では浮腫に傾 く細

胞 核を多数に認め る.真 皮の線維細胞は核濃

縮 を起 し,結 合織中に少数の円形細胞(単 核

球 と淋 巴球)と それ よりさらに少数の多形 核

白血球の核潤を認め る.表 層の毛根鞘上皮細

胞は呈色が明に認め られ,深 部の ものはや ゝ

浮腫に傾 くが核の呈色は保 たれている.結 合

織線維は 中等度 の呈色を示 してい る.

C・F・J法:移 植片表層の正常ない し壊死に

陥 つた結合織に瀰 慢性に粉末状のK・E・Gが

多数に 存在 し,深 部の変化に乏 しい結合織お

よび線維細胞の原形質に1～3μ 大の球状の

K・EGを 中等数に認め る.毛 根硝 上皮細胞

には0.5～1μ 大の微細 なK・E・Gを 散在性に

認め る.

Byt水:前 記壊死に陥つた結合織お よび深

部に見えた線維細胞のK・E・Gは ほ とん ど消

失す ることな く反つて呈色 を増強す るものが

多い.毛 根鞘上皮細胞 中の一部の顆粒は消失

す るが大部分は残留 してい る.

VA)　 H・E染 色:移 植片の毛根鞘上皮細

胞の増殖を認め,こ のために毛嚢は しば しば

彎曲し,やゝ 表面に近い毛根鞘に多形核白血

球の多数 に浸潤 した部分があ り,毛 根鞘の周

囲は特に新生血管が拡張 して赤血球で満 され

ている.移 植片 の母地の堺において瀰慢性に

多形核白血球の浸潤が認め られる.

V・G法・ 移植片の表層は壊死に陥 り半ば

剥脱 を越 し,結 合織線維は 母地のそれに比し

てフクシンに強 く呈色,毛 球部お よび毛根鞘

上皮細胞に多数 の多形核 白血球の浸 潤を認め,

その附近の結合織中に も多数の多形核 白血球

の浸潤があ り,浸 潤層の周囲に線維芽細胞の

増殖 と共に大.小 の血管の新生が認められ る.

移植片に接す る母地の結合織中に中等数の多

形核白血球の浸潤 と,少 数の線維芽細胞の出

現,単 核球および網状結合織細胞の浸潤が認

められ る.

C・F・J法:移 植片の毛球部お よび 毛根鞘

上 皮細胞 中に微細なK・E・Gが 少数に存在す

る.組 織の壊死に陥つた部分に変性に よる微

細なK・E・Gが 多数に現われ,単 核球お よび

組織球 細 胞 の原 形 質内にやゝ 多数 の0.5～

2,0μ 大の楕円形のK・E・Gを 入れている.

Byt水:移 植片の母地に接す る部分にきわ

めて多数の多形核白血球の浸 潤が見 られ る.

その病 巣附近の線維芽細胞お よび組織球細胞

中には濃染す る小滴状のK・E・Lを 入れてい

る.化 膿巣に接 して毛髮 の一部分が認め られ

るも毛根鞘上皮細 胞 は 明 か に は 認め られな

い.移 植片に接する母地 の毛根鞘上皮細胞の

K・E・GはByt水 分別に よつてすべて消失し

てい る.

VB1)　 H・E染 色:表 皮の上 層に多数の円

形細胞 と多形核白血 球の他に毛髮お よび毛根
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鞘上皮細胞からな る壊死物質を認め,そ れに

近い部位では毛細管の充盈 と出血が見 られ る.

円形細胞 の浸潤は深部 に行 くに したがつ てそ

の数を減少す る.結 合織は浮腫に傾 き線維細

胞の増殖は認め られない.

V・G法　 移植片表皮はほ とん ど剥脱 してわ

ずかに細い結合織膜の 形成があ り,こ れに よ

つて外界 と境せ られ る.表 皮直下に.多数 の淋

巴球および多形核 白血球 の浸潤があ り,こ れ

ら細胞は核破壊に陥つている.浸 潤細胞は深

部では多 くの場合に毛根鞘 の走行に添つ て認

め られ,結 合織線維 の間に も多数に認め られ

る.表 層の毛根鞘は浸潤細胞のためにほ とん

ど認められず,深 部 のものには一般に核濃縮

が現れ組織像は不明瞭である.結 合織の増生

は認め られず,フ クシンに よる呈色は強度で

あ る.

C・F・J法:正 常の表皮は認あ られない.表

層の壊死層では0.5～2μ 大 の一部 中空状 の

K・E・Gを 中等数に認め る.毛 根 鞘 細胞質 中

には一般 にK・E・Gが 少 い.周 囲線維細胞質

中に0.5～3μ 大,時 に3μ 大 の 中空 状 の

K・E・Gを 中等数認め る.深 層 の毛根鞘細胞

質中には0.5～1μ 大のK・E・Gを 中等数認

め,結 合織中にはK・E・Gの 存在は極 く少数

である.

Byt水:移 植片の表層に認め られたK・E・G

はほ とん ど呈色を消失 してい る.変 性 に陥つ

た と思われる毛根鞘上皮細胞には0.5～1μ 大

の呈色を増強す るK・E・Lを かな り多数に認

め る.結 合織中に瀰慢性に認あ られた微細な

K・E・Gは 消失 しているが,深 部ではむ しろ

Byt水 の分別前に比較 してその数 を増 してい

る.

VB2)　 H・E染 色:移 植片の極 く表層に多

くの多形核白血球,淋 巴球お よび毛根鞘細胞

の濃縮 崩潰 した もの と分泌液か らな る壊死物

を認める.線 維細胞は一般に浮腫が強 く,表

層附近 の一部に血管の破潰,多 形核白血球の

浸潤 と線維細胞核 の濃縮あ るいは崩潰を示す

ものを認め る.間 質は浮腫性 で母地 との境界

附近に線維芽細胞の増加 と少数の多形核白血

球お よびエオジ ン嗜好細胞の浸潤が起つてい

る.

V・G法:移 植片表皮細胞は軽度に核濃縮を

起 した一層の基底層 または膜様物を認め る程

度で正常構造は失われてい る.表 皮直下に多

数の核崩潰物を認め,毛 嚢の周囲に淋 巴球が

多数に浸潤 して現われ るが毛根鞘上皮細胞は

核内構造 を比較的に よ く保ち深部ではや ゝ核

濃縮に傾 くものが認め られ る.膠 原線維は フ

クシンに中等度 に濃染 している.

C・F・J法.残 存す る移植片の表皮細胞中に

1～2μ大の呈色 の弱 い多 くは 中空状 のK・E・G

を認め,中 間層の毛根鞘上皮細胞核は瀰慢性

に赤色を呈 し,そ の周 囲 に微細 な ものか ら

2μ 大にお よぶK・E・Gを 少数あ るい は中等

数認め る.深 層の毛根鞘上皮細胞には0.5～

2μ 大 のK・E・Gが 存在す るが 核の呈色は認

め られない.深 部 の結合織中にはK・E・Sは

乏 しい.

Byt水:壊 死層のK・E・Gは ほ とん ど呈色

を消失 し.中 間層の毛根鞘上皮細胞核は呈色

を残存 して細胞質に中空状 の2μ 大の顆粒を

認め る.周 囲結合織 中のK・E・Gの 約半数は

その呈色を消失す る.表 皮細胞 中のK・E・G

も大部分は呈色を消失す る.

VB6)　 H・E染 色:移 植片の表皮下に円形

細胞の軽度の浸潤 と線維細胞の膨化お よび間

質の浮腫を認め,毛 根鞘上皮細胞核は膨化 と

呈色を減弱 して壊死に傾 く毛根を認め る.中

間層の毛根鞘上皮細胞 の一部は膨化が著明に

起 り毛球部附近に軽度の出血を認め,そ の部

の鞘上皮細胞は核濃縮 と浮腫に傾 くものがあ

る.

V・G法:移 植片表 皮細胞は部分的に残存

し,こ の部では各層を見 ることができる.表

皮下に毛根の走行に一致 して比較的限局性に

浸潤細胞が存在 し,表 層の毛根鞘上皮細胞核

は よ く保たれてい るが深部では核濃縮に傾い

ている.し か し正常像の細胞 も中等数に存在

す る.周 囲結合織はむ しろ膨化に傾 くが核内

構造は比較的に よ く保たれ てフクシンに中等

度濃染 してい る.
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C・F・J法:薄 い表皮細胞 中に1μ 大の充実

性顆粒を極めて少数認め る.中 間層毛根鞘上

皮細胞 の一部 の核は赤色に瀰慢性 の呈色を示

し,そ の他 の ものは細胞質に核に近 く1μ 大

の充実性顆粒を有する.そ れ等 毛嚢 の周囲に

円形細胞の浸潤があ り,そ の部に微細な もの

か ら1μ 大のK・E・Gを 中等数認め る.深 層

では紫色の呈色の強い中空状ないし ミエ リン

状のK・E・Lを 認め,結 合織成分中に0.5～2μ

大にお よぶK・E・Gを 有す る線維細胞 を中等

数に認め る.

Byt水:表 皮細胞中には呈色を示すK・E・G

はほ とん ど認 め られ な い.壊 死 物質 中 の

K・E・Sは ほ とんど全てが呈色 を 残存 し,ご

く一部 の結合織中のK・E・Sを 除 いてその他

の ものは呈色 を増強 している.

VC)　 H・E染 色:毛 嚢附近に核破潰物を多

く認め,こ れ等壊死に陥つた もの と共に毛球

部附近に出血が見 られ る.そ の部の鞘上皮細

胞 の多 くは核濃縮 または核破潰を起 し間質は

強い浮腫 を示 してい る.母 地 との境界に著明

に出血 を認め る.

V・G法:核 の腫大 した表皮細胞が散在性に

残存 してい るが多 くの部分では それを認めな

い.円 形細胞の浸潤は比較的軽 度である.深

層の毛根 鞘上皮細胞の多 くの ものは核濃縮を

起 し,核 破潰像 もかな り認められる.膠 原線

維 のフクシンによる呈色ば弱 い.

C・F・J法:表 皮細胞 中にはほ とんどK・E・S

を認め ない.中 間層の毛根鞘上 皮細胞核は瀰

慢性赤色を呈 し,毛 嚢を取囲んだ円形細胞層

お よび壊死層では微細 な ものか ら2μ 大にお

よぶK・E・Gを 多数認めを.深 層の毛根鞘上

皮細胞 の一部 の ものは周辺 に1μ 大 の顆粒を,

また中心部におけ るもの も一部同様 の顆粒を

少数 ないし中等数認め る.

Byt水　 中間層に見 られ る毛根鞘細胞核 の

瀰慢性呈色は一般に減弱 し,深 層鞘上皮中の

K・E・Gは 呈色 を減弱す る もの が多い.そ の

他 の部位 の もの はむ しろ呈 色 を増 強 してい

る.

VD)　 H・E染 色:移 植片の表層に核破潰物

と多形核 白血球お よび出血 が 多 く認 め られ

る.間 質は浮腫が強 い.さ らに深層では瀰慢

性に多形核白血球お よびエ オジン嗜好細胞の

浸潤が著明に見 られ る.線 維芽細胞 の増加が

あつ て肉芽性炎の像を示 し,一 部 では異物巨

大細胞 を認め る.

V・G法:移 植部表 皮細胞は全 く認められな

い.表 層には時に黄褐色 に染 る頽敗物質 と血

液を認め る.表 皮下には多数 の遊 走細胞が浸

潤 し,核 破潰が見 られ,毛 根鞘上皮細胞は明

かには認めがたい.そ の部の結合織線維はフ

クシンに強 く呈色 している.深 部に行 くに従

つ て多形核 白血球 の浸潤が弱 くな り母地 との

移行部 では線維細胞 の増殖が起つてい る.

C・F・J法:表 皮細胞に微細なK・E・Gを 少

数認め る.毛 根鞘上皮細胞 の深層附近の浸潤

細胞 層あ るいは壊死層では微細 なK・E・Gが

充満 している.中 間層毛根 鞘 上 皮 細 胞 には

K・E・Gは 一般に少 く,そ の周囲 の結 合織中

に0.5～2μ 大のK・E・Gを 少 数に認める.

Byt水・ 壊死物質中のK・E・Gの 約半数は

その呈色を減弱す る.残 存す る表皮細胞では

む しろK・E・Lが 呈色を増強 して多数に認め

られ る.そ の他 の部位におい.ても呈色を増強

す るもの ゝ方が多い.

移植後4日

NaCl)　 H・E染 色:移 植片の表面に近い部

分はかな り多数の多形核白血 球の浸潤があ り,

ことに毛根鞘 の周囲に集 り,そ の部から離れ

た ところでは 白血球が少 い.毛 根鞘上皮細胞

核は染色可良である.

V・G法:移 植片の上層 部 に は 中等数 の多

形核 白血球が線維細胞 の間,殊 に毛根鞘に集

り,結 合織は多少膨化 してい るが染色状態は

正常に近い.毛 嚢 の一部 の細胞核は腫大 して

軽度に増殖 を示 してい る.

C・F・J法:壊 死に陥つた結合織中に少数の

粉末状のK・E・Gが 散在性 に認め られ る.深

部 の線維細胞にはほ とんど顆粒 を認めない.

毛根鞘上皮細胞 中に少数の顆粒を認め るに過

ぎない.

Byt水:前 記 顆粒はByt水 分別に よつて
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反つて色調を高めてい る.

VA)　 H・E染 色:移 植片 と母地 の境 界 に

多数の多形核 白血球が浸潤 し,結 合織 の一部

は核融解を起し部分的に剥離に傾いている.

浸潤の比較的に少い部分で も線維芽細胞の核

が消失して結合織は硝子様にエオジンに淡染

してい る.移 植片に接す る母地の組織に線維

芽細胞の増殖 と組織球細胞お よび単核球 の浸

潤が起つてい る.血 管の増殖は著し くない.

V・G法・ 移植片 と母地 の堺に多数の多形核

白血球が浸潤 し相互 の境界を明瞭に認める.

移植片の結合織 の うちで母地 と融合 した部分

は フクシンに淡染 し,融 合が充分行われなか

つた部分は深紅色に染つ て一般に変性が強い.

毛根の周囲に多数 の多形核白血球が浸潤 し,

毛根鞘上皮細胞は稀に認められ る.深 部 の母

地側に もかな り強 い多形核 白血 球 と単核球お

よび組織球細胞の浸潤が起つている.

C・F・J法:移 植片の大部分は壊死に陥 り多

数の多形核 白血球が浸潤 し,そ の附近に線維

芽細胞や組織球細胞に微細な顆粒状のK・E・G

が多数に認め られ る.

Byt水:壊 死層の辺縁に認められたK・E・S

はByt水 分別に よるもほ とんど消失せ ず 一

般に色 調を高めてい る.

VB1)　 H・E染 色:移 植片は多数 の多形核

白血球お よび淋 巴球で浸潤 され,毛 根鞘上皮

細胞は核濃縮 あるいは核崩潰 に陥 り,そ の附

近の結合織に出血 と浮腫を認め,母 地 との境

界においても出血が見 られ る.

V・G法:移 植片に表皮は 認 め られ ない.

表皮下において毛嚢を中心に多 くの核破潰物

が認められ時間の経過 と共 に毛嚢に集 る傾向

が見 られ る.深 部の毛根鞘上皮細胞は軽度に

核濃縮 を起す ものがほ とんどを占め,部 分的

ではあるが毛根 鞘上皮細胞が整然 と増殖 して

いるのが認あ られる.そ の部分 の結合織は赤

色の呈色が強い.

C・F・J法:新 生 した表皮細胞 中に呈色の弱

い1～2μ 大の多 くは中空状のK・E・Gを 認め,

遊走細胞浸潤 層に微細 な ものから2μ 大にお

よぶK・E・Gを 少数認あ る.毛 根鞘上 皮細胞

中に0.5～1μ 大 の呈色の弱 い顆粒を極 く少数

に認め る.

Byt水:表 皮細胞 中の顆粒はほ とん ど呈色

を減弱 しあるいは消失す る.中 間層の毛根鞘

上皮細胞核は弱 く瀰慢性 赤色を呈しているが

明かな顆粒は認 め られない.壊 死 物 質 中の

K・E・Gの 約半数は呈色を消失す るが新 し く

紫色 に染 まる呈色 の強い顆粒状 または塊状物

が現われてい る.

VB2)　 H・E染 色　 移植後2日 と同様に細

胞の壊死お よび破潰物を表層附近に認め る.

表層の毛根鞘上皮細胞は核濃縮あ るいは核破

潰を示 してい るものが多い.間 質は浮腫性で

母地 との境界部附近では線維芽細胞の増殖 と

少数の多形核 白血球お よびエ オジン嗜好細胞

の浸潤を認め る.

V・G法:移 植片の表層には表皮細胞の残存

物 と赤血球お よび多 くの多形核白血球 と淋 巴

球の集積が認め られ,そ れ等 の白血球は結合

織線維間お よび毛嚢周囲に存在す る.表 層の

毛嚢附近には表皮 と表皮細胞残存物 と多 くの

浸潤細胞の塊がみ られ,細 胞間に黄色に染 ま

る血液を認め る.毛 根鞘上皮細胞の深部の も

のは核濃縮 と一部に核破潰が認め られ るが部

分的にかな り正常 な細胞が存在す る.結 合織

は フクシンに中等度の呈色を示 している.

C・F・J法:表 皮細胞中に一部 中空状の0.5

～2μ 大時に3μ 大にお よぶK・E・Gを 中等数

認め る.円 形細胞の浸潤 層では微細な ものか

ら2～3μ 大にお よぶ円形ないし塊状のK・E・G

を中等数認め る.毛 根鞘上皮細胞核は中間層

において瀰慢性に赤色 の呈色 を示 し,時 に核

の周辺に1μ 大のK・E・Gを 少数認め る.毛

球部 では中心部にK・E・Sを 極 く少数認め る

のみであるが,周 囲において細胞核が赤色 を

呈 してい るのが見 られ る.結 合織 中に微細 な

K・E・Gを 少数 認め る.

Byt水 ・表皮細胞 中のK・E・Gは ほ とん ど

呈色 を消失す る.円 形細胞 の浸潤層お よび壊

死層では0.5～3u大 のK・E・Lを かな り多数

に認め る.中 間層の毛根鞘上皮細胞質中に微

細なK・E・Lの 増加が認め られ る.新 生す る
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肉芽層ではK・E・Lは 比較的に少 い.毛 球部

鞘上皮細胞 中に主 として1μ 大 の呈色 の強 い

顆粒をその中心部に認め る.

VB6)　 H・E染 色　 移植片には核 破潰物か

らな る壊死物質が見 られ,そ の附近に出血 と

浮腫が著明に見 られる.毛 球部 附近の線維細

胞は核濃縮 の見 られ るほか,一 部の核膨化の

他 に少 数の核破潰を認め る.母 地 との境界に

多形核白血球の浸潤 と出血が起つている.

V・G法:移 植片の表層には表皮残存物 と浸

潤細胞お よび赤色に強 く染 る膠原線維 の塊が

み られ る.毛 根鞘細胞の殊に深部の ものは比

較的に核染色質 の少 い正常細胞お よび再生に

傾 くものを認め,そ れ等再生は散在性 に起 る

ものらし く所々結節を形成 して核分裂を認め,

か ゝる部 では比較的表層附近 まで毛根鞘細胞

核 を明かに認める.結 合織は フクシンに弱い

呈色を示 している.

C・F・J法:表 皮細胞 中に微細 な ものか ら2μ

大にお よぶK・E・Gが 少数ないし中等数 認め

られ るが一般に表層に多い.円 形細胞の集合

した部分お よび壊死部では 微細 な もの か ら

2μ 大の顆粒を中等数認め るが,一 般 に壊 死

層は他 の例に比較 して少い.中 間層の毛根鞘

上皮細胞核の多 くは赤色瀰慢性に呈色 してい

るがK・E・Gは ほ とん ど認め られ な い.そ の

周辺部に円形細胞の浸潤が見 られ,こ の部に

0.5～1μ 大の顆粒が瀰慢性に散在 して認め ら

れ る.深 部では紫色塊状に染 る粗大なK・E・L

を散在性に認め,周 辺の結合織 中に もかな り

多数 のK・E・Gを 認め る.

Byt水:表 皮の角質層附近あ るいは壊死物

に接 して1～3u大 の紫色の粗大な顆粒を比較

的明かに認め る.壊 死に陥つた中間層の毛根

鞘上皮細胞は瀰慢性の呈色を示す.結 合織 中

に充実性 の微細な ものか ら2μ 大にお よぶ顆

粒 を明かに認め,深 部に行 くに従つて瀰慢性

紫色に染 る不定形のK・E・Lを 認め る.

VC)　 H・E染 色　 薄 く新生 された表皮の上

に壊死物質 を認める.毛 球部 附近にかな り著

明に多形核 白血球 の浸潤があ り,間 質は浮腫

が強 く線維細胞核は膨化を起 しているものが

多 い.母 地 との境界に出血 と多形核白血 球の

浸潤を認め,母 地側 に もかな りの浮腫が見 ら

れ る.

V・G法:移 植片表皮は角化層 と極めて少数

の有棘 層か らな り,表 皮下の結合織ば強 く赤

色に染 ま り浸潤細胞が認め られ る.そ れ より

下方に表皮の再生が起つてそ の直下に線維芽

細胞 の形成 と毛細血管の新生があ り,こ の部

においては多形核 白血球 の浸潤を認めない.

毛根鞘上皮細胞は深部か ら表 層まで連続 して

明かに新生が起つてい るのが見 られ る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に微細 な もの か ら

3μ 大にお よぶK・E・Gを 認め,中 間 層 の毛

根鞘上皮細胞核 は赤色瀰慢性 に呈色 し深部に

ゆ くに従つて2μ 大の充実性 のK・E・Gを 認め

る.毛 球部上皮細胞には微細なや ゝ呈色の弱

いK・E・Gを 主 として中心部に認め,辺 縁部

細胞核は一部赤色 の呈色を示 している.

Byt水　 表皮細胞 中の多 くのK・E・Gは 消

失す るが一部 にかな り明瞭 に0.5～2μ 大 の

K・E・Gを 中等数認める.中 間層の 毛根 鞘上

皮細胞核の瀰慢性呈色はやゝ 減弱 し,そ れを

取 り巻 く線維細胞下に0.5～1μ 大のK・E・L

をかな り多数に有す るものが多い.毛 根が瀰

慢性に呈色 している部分の毛根鞘上皮細胞核

周辺に微細なK・E・Gを 認め,深 層では0.5

～5μ 大にお よぶK・E・Gを 中心お よび辺 縁

部に認め,さ らに辺 縁 部では一般にK・E・L

が多い.

VD)　 H・E染 色.表 層には移植片の壊死物
ノ

が存在 し,母 地に接す る辺縁では母地か ら増

殖侵入す る表皮をわずかに認め る.間 質結合

織は膨化 と萎縮が起 り,そ れ より深部は出血

と多形核白血球および線維芽細胞の増加が見

られ鮮明な毛根鞘上皮細胞を認め得ない.

V・G法:表 層には強 く赤色に染 る結合織線

維成分 と多 くの崩潰物質を認 め,毛 根鞘上皮

細胞は明かに認め られない.そ れ より下部で

は肉芽の形成が起つてい る.

C・F・J法:表 皮細胞中に呈色 の弱い1～2μ

大の主 として中空状 のK・E・Gを 中等数に認

あ,壊 死層お よび浸潤細胞層には0.5～2μ 大
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の主 として充実性 の顆粒 を認め る.線 維細胞

は壊死部に近いほ どK・E・Gを 有す るものが

多い.極 く深 層 で は 紫 色 に 染 る不 定 形 の

K・E・Lを 認める.

Byt水:表 皮細胞 中のK・E・Gは ほ とんど

全 く呈色を消失 してい る.ご く表層 に附着す

る壊死物質中にか な り多 くのK・E・Lを 認め

それに接す る部分,す なわち再生の先端部 で

は主として核を取 り囲んで微細 なK・E・Lを

認め る.壊 死 ないし浸潤層では主 として結合

織に接近す る部分において1μ 大 のK・E・Lを

多数に 認 め,そ の部 を 遠 ざか るに つ れ て

K・E・Lの 減少を来す.表 層に極 く一 部見 ら

れ るところの毛根鞘上皮細胞にはK・E・Lを

認めない.

移植後7日

NaCl)　 H・E染 色:母 地 と移植片の境界は

線維細胞および多形核白血球を交え る線維細

胞塊で連絡せ られ所々に出血が起つている.

毛根鞘上皮細胞核はや ゝ退化 して核染色質 の

含量が少ない.

V・G法:移 植片は楔状の ものが母地に埋没

せ られ,楔 状の先端は深部に一致 して筋層に

達している.母 地組織 との間はわずかの間隙

を残しているが線維細胞 の析出に よつて両組

織は癒着 または結合連絡 した部合が認め られ

る.移 植表皮の表 層は多 く脱落 し基底層の一

部は残留 してい る.真 皮の部分に少数の円形

細胞の浸潤を認め,毛 根 鞘に もわずかの円形

細胞の浸潤が起 り,母 地の毛根鞘細胞核に比

べると移植片のそれは少 し染色性が劣つてい

る.

C・F・J法:変 性に陥つた結合織は淡紫色に

染つているがK・E・Gは はなはだ少 な く,線

維細胞にも顆粒は一般に少 くて呈色 の弱 い顆

粒が少数認め られ る.毛 根鞘に も一般に顆粒

は少ない.

Byt水:毛 根鞘 の顆粒 の大部分は消失 し,

深部の筋線維 の顆粒 もか な り消失す るものが

ある.

VA)　 H・E染 色 ・結合織線維は移植片およ

び母地 のもの も共に淡紅色に染 ま り両者 の間

に 区別は認め られない.毛 根鞘の周囲に単 核

球 と淋巴球の他に少数 のエ オジン嗜好細胞 の

浸潤が起つてい る.

V・G法:移 植片は母地組織に よつて大部分

埋没せ られ,母 地の表 皮が増殖 して移植片の

表面を大部分 被い中心部にお いて壊死に陥つ

た移植片が痂皮を形成 して表面に附着 してい

る.移 植毛髪は著 しい変化を示 さないが,毛

根鞘外鞘細胞は偏側性に増殖 し,そ の部分は

不規則に肥厚 してい る.毛 嚢周囲の結合織は

細胞 の増殖 と単核球および淋 巴球が少数浸潤

し,そ の部の血管の充盈が認め られ る.母 地

結合織 と移植片 のそれは完全に融合 して境界

不 明瞭で,そ の附近の毛根鞘細胞は増殖 して

一般に肥厚 し,こ とに マル ピギ氏層に増殖を

認め る.

C・F・J法:表 皮細胞中に微細 なものか ら4μ

大にお よぶ中空状のK・E・Gを 認め,再 生す

る表皮に よつて区切 られた崩潰物質 中に微細

な ものから2μ 大にお よぶK・E・Gを 非常に多

数 に認め る.中 間層の毛根鞘上皮細胞にはほ

とんどK・E・Gを 認めないが周辺の浸潤層に

はK・E・Gが 存在 し,深 部にゆ くに従つて顆

粒はやゝ粗 大になつてい る.

Byt水:再 生す る表皮細胞の表 層に微細な

ものから2μ 大にお よぶ 呈色の著明な顆粒を

認め,顆 粒は基底にゆ くに したがつて減少 し

てい る.母 地 との境界に多数 のK・E・Lが 線

維細胞および線維 芽細胞中に存在 し,毛 根鞘

上皮細胞中に微細 なものか ら2μ 大にお よぶ

充実性球状の顆粒が認あられ るも,細 胞核は

多 くの場合呈色を示 さない.し か し中心部 で

は紫色 に弱 く呈色す るK・E・Gが 無呈色の核

を取 り巻いて認め られ る.毛 根 鞘細胞 の再生

であろ う.

VB1)　 H・E染 色:移 植片 の表 面は出血 と核

崩 潰物 による壊死物質 層を形成 し,そ の下部

に母地か ら表皮が新生 されて分劃 現像を起 し,

表皮下では出血 と線維芽細胞 の増殖お よび血

管 の新生が起 り少数 の円形細胞 とエオジ ン嗜

好細胞 の浸潤 を見 る.移 植片はなお浮腫 の傾

向が見 られ,母 地 と比べ て細胞成分が多い.
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V・G法:移 植片表皮は黄色に染 まる赤血球

と線維細胞 と遊走細胞か らな る崩潰物質を認

あ,こ れ等は周辺母地から延てきた新生表皮

細胞索で堺 され ようとしてい る.そ れよ り深

部 では線維細胞 と血管 の新生が著明であつて

盛んな肉芽の形成が見 られ る,こ の部では毛

根鞘細胞を認 めず,結 合織は フクシンに弱 い

呈色を示 してい る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に微細な るものか ら

2μ 大にお よぶ 中空状ない し充 実 性 の顆粒を

中等数認め る.深 部 の毛根鞘上皮細胞中に微

細な ものか ら1μ 大 におよぶK・E・Gを 中等

数 認め,深 部か ら表層にゆ くに従つて顆粒は

大 きさを増 して2μ 大にお よぶ ものが見 られ

る.顆 粒は大体均等であつて配列が正 しい こ

とか ら見て新生細胞核の ように思われ る.周

囲結合織中には微細 なものか ら1μ 大 の充実

性 のK・E・Gを 主 として線維芽細胞および遊

走細胞 中に認める.線 維細胞 中のK・E・Gは

毛嚢周辺か ら表皮直下にかけて分布するもの

の ようであ る.核 の構造か ら見て線維細胞 よ

り線維芽細胞が多 いと思われ る.

Byt水:表 皮細胞 中には呈色 を高め るもの

は極めて少 い.毛 根鞘上皮細胞お よび結合織

中のK・E・Gの 約半数は呈色を消失す る.

VB2)　 H・E染 色:移 植片の壊死物質 は新生

表皮に よつて分劃 され る.表 皮の厚 さは5～

10層 にお よんでいる部分があ る.一 般に移植

片 の中心部は表皮の新生が悪 るく出血を伴つ

ている.表 皮下では毛根鞘上皮細胞 の増殖が

軽度に起 り,毛 球部細胞は球状を示 し,附 近

に線維芽細胞お よび毛細管 の増殖が起 り,膠

原線維の膨化が認め られ る.

V・G法:移 植片の表面は遊走細胞 と呈色の

弱 くなつた結合織成分 と毛根からな る崩潰物

質が新生 された表皮で完全に分劃 されてい る.

新生表皮下に少数 の出血を認め,そ の部 の毛

根鞘上皮細胞は変性を示 してい る.し たがつ

て これ等は新生 の毛根 とは云 いがたい.深 部

の毛根鞘上皮細胞は明かに新生が起つている.

C・F・J法:表 皮細胞 中に0.5～2u時 に5μ

にお よぶ中空状の顆粒を少数 ない し中等数認

め る.表 皮に近 い毛根鞘上皮細 胞中にはK・

E・Gは 一般に少 ない.壊 死 または浸潤細胞の

多い部分では0.5～2μ にお よぶ充実性の顆粒

を多数 に認め るが,そ の部 の毛根鞘にK・E・G

をほ とん ど認めない.深 部 の毛根鞘上皮細胞

中に1μ 大 の一部 中空状 の顆粒を少数に認め,

附近 の結合織中に1～2μ 大の多 くは中空状の

顆粒を散在性 に認め る.

Byt水:表 層 の毛根鞘上皮細胞 中に少数の

K・E・Lを 認め,結 合織 中のK・E・Gの 多 くの

ものは呈色を減弱す る.中 間層の毛根鞘上皮

細胞に1μ 大のK・E・Lを 少数認め,深 部の毛

根鞘にはK・E・Lは 非常に少い.結 合 織 中の

K・E・Lも 一般に少い.

VB6)　 H・E染 色:壊 死層の下部 では厚 さは

まちまちであ るが新生表皮が移植片上面を被

つてい る.中 間層の毛根鞘細胞は比較的に浮

腫が強 く毛根は変性に陥 るものが多い.毛 球

部附近 では浮腫がや ゝ減弱 しているが円形細

胞の軽度の浸潤が認め られ る.

V・G法:移 植片の表層には母地か らのびる

表皮細胞によつて分劃 された遊走細胞 と毛根

の外に フクシンに染 る線維成分か らなる崩潰

物質を認め る.残 存す る毛根鞘上皮細胞の,

ことに深部の ものは著明な増殖を示 し,表 層

まで新生 されてい るもの ゝよ うであ る.

C・F・J法　 毛根鞘細胞 中に0.5～1μ 大の

K・E・Gを 少数 認め,結 合織 中には 中空状の微

細 なものか ら2μ 大におよぶK・E・Gを 極めて

少数に認め る.

Byt水:表 皮細胞および結合織中に極 くわ

ずかのK・E・Lを 認め る.毛 根鞘上皮細胞 中

には1μ 大 までの凡そ均等 な顆粒 を少数に認

あ る.

VC)　H・E染 色:移 植片 の中心部では出血

と壊死が見 られ,比 較的多少の多形核白血球

の浸潤が起 り,中 間層毛根鞘上皮細胞はわず

かに膨化 し著明な核濃縮 は見 られ ない.境 界

部 附近では線維芽細胞 の増加 と多形核白血球

の浸 潤を軽 度に 認め,結 合 織は 鬆 粗である

(Fig. 1参 照).

V・G法:移 植片表層ば血液お よび遊走細胞
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の破潰物 と変性に陥つた毛根か らな る崩潰物

質を認め,こ れ等 は母地か ら新生 され る表皮

で堺 されん としてい る.毛 根鞘上皮細胞は著

明な増殖 を示 しほ とん ど表層 まで新生 されて

いる.肉 芽の形成は一般に少な く,膠 原線維

は中等度ない し弱 くフクシンに呈色 している.

C・F・J法:表 皮 細 胞 中に多 くは 中空 状の

1～2μ 大のK・E・Gを 少 数 認め,そ れは表 層

より深部に多い.表 皮直下にお いて多 くは線

維又は細胞質 中にK・E・Gを 認め るが中空状

のものがかな り多いのが 目立つ.毛 根鞘上皮

細胞中に1μ 大 の多 くは 中空状の顆粒を少数

に認あ る.結 合織 中には一般に顆粒は少 くな

つているが,時 に不定形 または ミエ リン状の

K・E・Lを 認める.

Byt水:表 皮細胞中には呈色 を強め る顆粒

は極 くわずかしか認め られない.表 皮直下に

多 くは線維細胞を認め,細 胞質中に中空状の

1～2μ 大の顆粒を多数 に入れ るものがある.

それ より深部ではK・E・Lは 著明に減少 して

呈色するものをほ とん ど認めない.毛 根鞘上

皮細胞に もK・E・Lを ほ とん ど認められない.

VD)　 H・E染 色:表 皮はか な り厚 く,表 皮

下に線維 芽細胞 の軽度の増殖が見 られ る.本

標本では毛根鞘は認め られない.

V・G法:移 植片表面はほ とん ど新生 された

表皮で被われ,表 皮の厚 さは部位に よつて異

な り表皮突起が比較的深部に向つて索状にの

びている.そ の直下では線維芽細胞および少

数 の円形細胞 の浸潤があ り,さ らに下部では

血管の新生が認め られ る.膠 原線維 は赤 く染

るものとわずかに赤色を帯びる ものを認め,

線維 の新生が始 まつてい る.か ゝる状態か ら

察すると移植表皮は毛根鞘 と共に壊死に陥つ

た ものと解 してさしつかえなかろ う.

C・F・J法:表 皮細胞 中に極めて少数 のK・

E・Gを 認め,深 部に おいて時に中空状の1μ

大の顆粒を認め る.表 皮直 下の結合織に多数

の緻細なものか ら1μ 大にお よぶK・E・Gを 散

在性に認め,こ の顆粒の多 くは線維芽細胞 中

に見られ る.毛 根鞘は一般に顆粒の存在がな

いが,時 に緻細 なものか ら2μ 大にお よぶ顆

粒を中等数に認める ものがあ る.

Byt水:表 皮細胞 の深層には1～2μ 大にお

よぶ多 くは中空状 のK・E・Lを 少数 認め る.

表皮直下 の結合織に多 くのK・E・Lを 認め る

が毛根鞘には1～2μ 大 の粗大な顆粒を少数 認

め る.筋 層に近 く15～30～40μ 大 の紫色に染

る塊状物を認める.

移植後14日

NaCl)　 H・E染 色:移 植片 の表 皮細胞は不

規則顆粒状に表面に膨隆 して増殖 をい となん

でい る.毛 根鞘上皮細胞は増殖 を示 しその核

が一般に大きい.移 植片 と母地 との境界は失

われているが移植片 の血管周囲には少数の円

形細胞 の浸潤を認め,血 管は一般に洞様に拡

張 し,細 くて明瞭 な毛細血管は極めて少数 で

あ る(Fig. 2参 照).

V・G法:移 植片の結合織は細胞に とみ線維

細胞は一般に幼若で線維芽細胞の形態を とる

ものが多い.毛 根鞘上皮細胞は増殖 して一部

の ものは乳頭状に突隆 している.移植 片の結

合織は母地のそれ と密に癒着 して漸次に移行

してい るが線維芽細胞の多い ことに よつてお

よそその境界を定 めることができる.移 植片

の乳頭層に比較的細 い毛細血管 の新生が認め

られ血球を入れているが,真 皮では血管は一

般に拡張 し,血 管壁 は明瞭でな く一部組織間

隙を満た し出血 とまぎらわ しい形態を とつて

い る.

C・F・J法:表 皮細胞および毛根鞘細胞中に

ほ とんどK・E・Gの 存在がな く,真 皮の線維

細胞 中に少数の不規則形のK・E・Gを 散在性

に認める.

Byt水:線 維細胞中に認められたK・E・Gは

Byt水 分別によつてほ とんどすべて消失 して

いる.

VA)　 H・E染 色:移 植片 と母地 の境界に血

管の新生が認め られ,そ の周辺部に線維 芽細

胞,単 核球,淋 巴球お よび少数のエオジ ン嗜

好細胞の浸潤が起つてい る.

V・G法:移 植片 と母地の結合織は深部にお

いて完全に融合 してい るが,双 方の境界部に

や ゝ多数の淋巴球 と単核球お よび少数 の多形
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核 白血球の浸潤が認め られ る.毛 根のは なは

だ太 い ものが2～3認 め られ,変 性 に陥 る毛

根鞘 との間に間隙が見 られ る.毛 根鞘上皮細

胞の一部の ものは萎縮 または変性に陥 り,他

の部分では不規則に増殖を起 している.移 植

片 中の毛嚢が袋状に拡張 して角質 を充 した も

のがあ る.

C・F・J法:移 植片に接す る母地の表皮は乳

頭状に著 し く増殖 し,そ の部の毛嚢は拡大 し

て嚢状を呈 し角質 を満 してい る.顆 粒層 の細

胞に呈色のや 弱ゝ い不規則 粉 末 状 のK・E・G

を少 数 認め る.毛 根 鞘上皮細 胞に も少 数の

K・E・Gを 認め る.

Byt水:表 皮組織のK・E・Gは ほ とんど消

失 し,毛 根鞘上皮細胞のK・E・Gも 消失 して

い るが皮 脂 腺の腺細 胞は稜 角性 の角 張つた

2～4μ 大のK・E・Lを 入れている.

VB1)　H・E染 色:表 層の壊死物質はすでに除

かれ て,そ の下に新生 された表皮がかな り厚

く現われている.新 生表皮下では線維芽細胞

お よび線維細胞が乱れた配列で表度にや 平ゝ

行に並んでい るのが見 られ る.深 部では壊死

に陥つた毛根を囲んでできた異物 巨大細胞が

少数に見られ る.移 植片は細胞核の増加お よ

び線維 の少数 なことで母地か ら区別ができる.

V・G法:表 皮細胞の増殖はかな り著 しく,

表皮下に 中等 度の淋 巴球およびプラスマ細胞

の浸潤が見 られ,さ らにその下部には線維細

胞お よび線維芽細胞が主 として表皮の走行に

添つて見 られ,そ れ等線維芽細胞の間には淋

巴球が多数 に認め られ る.深 部に至 るに した

がつて線維細胞お よび線維 芽細胞の走行は表

皮に対 して垂直 とな り血管の形成がみ られ る.

母地 との境界部の毛根鞘上皮細胞は軽 度の増

殖 を示 し,そ の程 度は表層 より深層に著 しい

が一般に対照に比 して軽 度である.皮 下結合

織は フクシ ンに強 く呈色 を示 してい る.

C・F・J法:薄 い表皮細胞 層には極めて稀に

横に連 つて帯状に配列す る緻細 なK・E・Gを

認め る.結 合織 中に呈色の弱 いK・E・Gを 極

く少数 認 め る.毛 根鞘上皮細 胞 中 に 微細 な

K・E・Gを 少数認め る.

Byt水:表 皮細胞 中に呈色 を強め る顆粒を

認めない.結 合織 中の多 くの顆粒 も呈色を消

失 してい る.毛 根鞘上皮細胞に呈色の弱い1μ

大 の顆粒 を少数認め る.

VB2)　 H・E染 色:表 皮細胞は厚 さを減少

す る.毛 根鞘細胞 の軽度増殖を認め るが,毛

球部では増殖は明かに見 られない.表 皮直下

の部分 では淋 巴球お よびエ オジン嗜好細胞の

軽度浸潤を認め るが,膠 原線維はむ しろ成熟

形を示 している.

V・G法:移 植片表皮細胞は 中等度に増殖再

生を示す.毛 根鞘上皮細胞 の増殖は部分的に

はや ゝ著明に認め られ深部か ら表層にかけて

多数 の細胞が増殖 し,一 部では表皮直下に達

し,少 数 の ものは表皮 と直結 してい る.皮 下

結合織は フクシ ンに強 く呈色 して線維成分の

増加を著明に認め る.円 形細胞 の浸潤および

線維芽細胞の増殖は軽 度であつてすでに線維

細胞は膠原線維化 して移植片 と母地 の境界は

明かに認め られ ないい.

C・F・J法　 表皮細胞 中に1～2μ 大の多 くは

中空状の呈色の弱 いK・E・Gを 中等数認め,

表皮直下の結合織 中に1μ 大のK・E・Gが 線維

細胞の近 くに存在 し,深 部にゆ くに したがつ

て呈色 とその数を減ず る.毛 根鞘上皮細胞に

微細 な ものか ら1μ 大にお よぶK・E・Gを 少

数 認め,周 辺の一部に1～2μ 大 の明瞭 な顆粒

を認める.

Byt水・ 表皮細胞 中にはほ とんどすべて呈

色を強め る顆 粒を認めない.表 皮直下の結合

織に1μ 大 の呈色の強い顆粒を線維細胞に接

して中等量認め,深 部にゆ くに したがつて減

少 している.毛 根鞘 上皮細胞 中のK・E・Sは

ほ とん どその呈色を消失す る.

VB6)　 H・E:染 色表皮はすでに再生 して完

全に創面を覆 い壊死物は認め られない.表 層

の毛根鞘上皮細胞はか な り増殖を示 している.

毛球部上皮細胞は母地 との境界附近に存在す

るものは増殖を起 してや ゝ細 長 く現われ る.

中間層の毛根鞘上皮細胞 は配列が乱れ,核 の

大小不同が見 られ るが増殖 の傾向を示 してい

る.附 近の結合織になお浮腫を認め るが線維
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芽細胞の増殖が現われてい る.血 管の新生は

軽度である.

V・G法:表 皮 細 胞 は 中等度増殖 を示 し,

表皮直下に軽度の円形細胞 の浸潤を見 る.毛

根鞘上皮細胞は深部お よび表皮直下にお いて

かなり著明に増殖が起 り,増 殖 の程 度は対照

より著 しい.移 植片に線維芽細胞の存在を認

め,一 部は結合織線維 または線維細胞化 して

いる.フ クシンに よる呈色は母地に比 してわ

ずかに弱いが移行部は認め られない.

C・F・J法:表 皮細胞の主 として深部の もの

に中空状 の1～2～3μ 大 のK・E・Gを 少数 認

める.表 皮直下の結合織中に少数 の1μ 大の

充実性顆粒を認め,間 質 中に時 に20～30μ 大

にお よぶ紫色の塊状物を見 る.深 部にゆ くに

したがつてK・E・Gは 減少 している.毛 根鞘

上皮細胞中に微細 なものか ら1μ 大にお よぶ

K・E・Gを 中等数認め る.

Byt水・ 表 皮の基 底 層 に 極 め て少 数 に

K・E・Gを 認め る.結 合織 中のK・E・Gは ほ と

んど呈色を消失す る.毛 根鞘上皮細胞中に微

細 なものか ら1μ大にお よぶK・E・Gを 少数認

め る.

VC)　 H・E染 色:表 皮はすでに新生 し,中

間層の毛根鞘附近には線維細胞お よび線維 芽

細胞が多 く存在 し,炎 症所見はすでに消退 し

て認められない.

V・G法:表 皮の再生は極 めて旺盛で表皮直

下の毛根鞘上皮細胞は著 しく増殖 を示 し表皮

を貫いている.線 維芽細胞 の数 は次第に減少

して血管周囲に集合 している.多 くの線維芽

細胞はすでに線維細胞または膠原線維 の形成

を示しフクシンに よる呈色を漸次強めてい る.

母地は移植片 よりフクシンにや 強ゝ い呈色 を

示し線維細胞数が少いことに よつて区別でき

る.移 植片と母地の境 界では変性 に陥つた深

層毛根鞘上皮細胞を認め る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に核の走行 に一致 し

て微細なK・E・Gを 少数認める.結 合織線維

細胞中に極 く少数 のK・E・Gを 認め,時 に線

維芽細胞 らしい細胞質中に 中等数 のK・E・G

が存在するが結合織には一般にK・E・Gが 少

い.毛 根鞘上皮細胞中にほ とんどK・E・Gは

存在 しないが時 に1μ 大のK・E・Gを 少数 認

め る.

Byt水　 表皮,結 合織お よび毛根鞘上皮細

胞 中にほ とん どK・E・Gを 認めない.

VD)　 H・E染 色　 表皮は部位に よつて厚 さ

を異に し,一 部では表皮突起が真皮に向つて

伸びて嚢腫様に見える.所 々出血 と線維芽細

胞の増殖が起 り多形核白血球お よび壊死物質

の浸潤が軽度に起つている.一 部 の毛根鞘上

皮お よび毛球部に巨大細胞が認め られ る.隣

接する母地において出血を認め る.

V・G法:新 生表皮は真皮に向つ てや ゝ突出

して厚 い層を示す.毛 根鞘は深部 においてほ

とんど認め られないが表皮附近に少数存在 し

ている.線 維 芽細胞 の形成は部分的に集合 し,

フクシンに よる呈色を強 め膠原線維 の増生 を

見 る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に微細 な ものか ら

2μ大にお よぶ 中空状のK・E・Gを 認め,こ の

顆粒は表層の核の 走行に一致 して存在 し,表

皮直下では結合織間質お よび細胞 中に1～2μ

大 にお よぶK・E・Gを 少数認め る.毛 根鞘細

胞 の外鞘に属す るものに 微細 な ものか ら2μ

大にお よぶK・E・Gを 少数認める.

Byt水・ 表皮細胞中の顆粒 の半数は呈色を

残留する,表 皮直下の結合織に少数 のK・E・L

を認める.毛 根鞘細胞 中の ものはほ とん ど呈

色 を増強す る.

移植後20日

NaCl)　 H・E染 色:移 植片結合織は母地結

合織に比べてエオ ジンにや ゝ強 く染 つ て い

る.血 管は母地の ものとほ とんど区別がつか

ないが乳頭 部においてや ゝ充血性 の毛細血管

が少数散在 している.

V・G法　 表皮細胞 は増殖 して小 さい多数 の

嚢胞状の構成物質を形成 している.毛 根鞘上

皮細胞は著明に増殖 して厚 い細胞 層を形成 し,

細胞核は一般 に核染色質 に とんでい る.母 地

との境 界は不明瞭で結合織 の性状 も一般に両

者 の間に相違を認めが たい.

C・F・J法:移 植片の表皮 お よび 毛根鞘 に
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K・E・Gを 認め られない.真 皮 の線維細 胞中

にはなお不規則形の1～2μ 大のK・E・Gが 少

数存在 してい る.

Byt水:結 合織に認 められた顆粒 の一部は

残留 してその呈色を増強 している.

VA)　 H・E染 色:表 皮は部位に よつてか な

り厚 さを異に し,表 面は明かに凹凸を示 して

いる.移 植片は線維芽細胞が多い ことで母地

と区別 され る.毛 根 鞘細胞は著明に増殖 しそ

の周辺の結合織は鬆粗 あるいは細かな芽細胞

の網を形成 している.や ゝ表層に近い部分に

円形細胞 の浸潤が見 られ る.

V・G法:表 皮はかな り凹凸を示 し中等度 の

再生が見 られ る.結 合織は母地に比べて線維

芽細胞 の数 が多いが その数は深部にゆ くに従

つて漸減 してい る.毛 根鞘上皮細胞 の深層の

ものはすでに著明な増殖を示 し数層あるいは

密に並ぶ細胞の新生お よび細胞核分裂が見 ら

れ る.毛 嚢周囲に血液 を満 した血管の新生が

かな り著明に見 られ る.毛 根鞘上皮が表皮を

貫 く像はなお認め られない.

C・F・J法:表 皮細胞には0.5μ 大の呈色の

弱いK・E・Gを 極 く少数認め る.結 合織中に

0.5～1μ 大の少数 のK・E・Gが 大体平等に散

在 してい る.毛 根 鞘上皮細胞中に1～2μ 大の

一部 中空状の顆粒 を中等数認め深部にゆ くに

従つてK・E・Gは 著 しくその呈色を減弱 して

い る.

Byt水:表 皮お よび毛根 鞘細胞 中にほ とん

どK・E・Gを 認めない.結 合織中に1μ 大 の

K・E・Lが 呈色を増強 して少数認め られ る.

VB1)　 H・E染 色:表 皮は移植後14日 より

や ゝ厚 さを減 じ,毛 根鞘細胞は増殖 を示 し一

部の ものはすでに表皮を貫い ている.移 植片

は萎縮 して細胞成分に富み,毛 球部附近はや

ゝ血管が多 く母地 と漸次移行 している.表 皮

に近 く円形細胞の浸潤をわずかに認める(Fig.

 3参 照).

V・G法:表 皮細胞お よび表層 の毛根鞘上皮

細胞 はかな り著明に増殖 を示 し,後 者はすで

に表皮上面に達 し深層の毛根鞘上皮細胞は数

層に増殖 を示 し縦に垂直位を とつていること

か ら垂直方向への増殖 が著明 と考えられ る.

移植片は母地に比較 して線維細胞お よび線維

芽細胞 の増殖が著明に見 られ るが,次 第にそ

の数 を減 じて フクシンに よる呈色を高め母地

の組織に漸次移行 してい る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に1～2μ 大の一部

中空状 のK・E・Gを 少数 ない し中等数認める.

結合織 中に2～3μ 大 の多 くは 中空状 のK・E・G

が瀰漫性に散在 し深部にゆ くに従つて漸減し

てい る.毛 根鞘上皮細胞 中に1～2μ 大の少数

の ものは中空状を示すK・E・Gを 少数ない し

中等数認める.

Byt水:表 皮細胞 中にほ とん ど呈色を強め

る物質は認め られない.結 合 織 中のK・E・G

はほ とんど凡 てが呈色を消失あ るいは減弱す

る.毛 根鞘細胞中に も一部を除い てそのほ と

ん どが呈色を減 じてい る.

VB2)　 H・E染 色　 表皮細胞は4～5層 に重

な り表面はあま り凹凸を認めない.表 皮直下

の線維 芽細胞お よび線維細胞が10層 あ まり平

行に並びその間にエオジン嗜好細胞を少数に

認め る.こ の層 より下部では瀰 漫性に線維細

胞お よび線維芽細胞の増殖が起 り正常 組織 よ

り毛細血管が多 く,毛 根鞘細胞の軽度増殖を

認め る.

V・G法:表 皮細胞は著明に増殖 を示 し表皮

の厚 さは正常 よ りも厚 くなつてい る.表 皮直

下に線維細胞が緻密に表皮の走行に一致 して

並び,そ れ より深部は フクシンに よる呈色を

次第 に増強 して母地 との境界を明かに認めら

れない.深 層の毛根鞘上皮細胞は著明に増殖

して球状を示 してい る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に中空状の1μ 大 の

K・E・Gを 少数 認め る.結 合織 のK・E・Gは 一

般 に少 くて中空状の1～2μ 大の ものが少数散

在 して見 られる.毛 根鞘上皮細胞 中に1～2μ

大 の主 として中空状 のK・E・Gを 少数認め こ

れは比較的辺縁部に多 い.

Byt水:表 皮細胞 中にほ とんど呈色を増強

す る顆粒を認めない.結 合織中に散在性に存

在 してい た顆粒 の多 くは呈色を減 じてい る.

毛根鞘細胞質の顆粒 も同様 であ るが移植片中
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央部において時に少数の呈色 を増強す る顆粒

を認める.

VP6)　 H・E染 色:表 皮は部位に よつ て著

しく厚 さを異に し,一 部では湾入 して嚢腫様

に見える.毛 根鞘細胞は著明に増殖 し細胞は

細長 く楕円形を示 し,中 間層毛根鞘上皮細胞

も著明に増殖があつて表皮に接近 しているも

のがある.深 部では毛嚢に添つて線維芽細胞

の増殖を認め,表 層では表皮に添つて平行 に

線維芽細胞の増加を認め る.毛 球部附近に血

管の新生が著明であ る.

V・G法:表 皮は 部位に よつ てか な り厚 さ

を異にするが一般に細胞増殖が盛んである.

毛根鞘細胞は著明に垂直位の増殖を示 し表皮

と明かに連絡 しているものを認め る.毛 嚢の

周辺部に線維細胞成分が多 く,そ の部を離れ

ると細胞は漸次成熟化 して核 の減少を来 しフ

クシンに よる呈色を強めてい る.

C・F・J法:表 皮細 胞 中に 瀰漫性 に少 数 の

K・E・Gを 認め,表 皮 直下の 結合織に はほ と

んど顆粒を認めないがや ゝ深部に行 くと1～

2μ大の中空状のK・E・Gを 見 る.毛 根鞘細胞

中に微細な ものか ら1μ 大 までの時に中空状

のK・E・Gを 認め る.

Byt水:表 皮細胞には呈色を強めるK・E・G

を認めない.線 維細胞お よび 毛 根 鞘細 胞 の

K・E・Gも ほ とん ど呈色を消失 してい る.

VC)　H・E染 色:中 間層の毛根鞘は著明に

細胞増殖が起 り表皮に対 して垂直位 を とつ て

いる.毛 球部上皮細胞は楕円形に増殖を示す.

母地 との境界附近は毛細血管 と線維芽細胞の

増加が著明で多形核白血球の壊死お よび浸潤

を軽度に認める.

V・G法:表 皮は 中程度 の増殖を示 している.

毛根鞘上皮細胞は深部か ら表層にかけて著明

に増殖 を示 し,表 皮に向つ て毛根 の突 出を認

める部分がある.線 維 芽細胞は毛嚢を離れ る

につれて成熟 した線維細胞 となる.移 植片 と

母地の分別は明かでな くなつた.

C・F・G法:表 皮細胞中に極 く稀にK・E・G

を 認めるが,結 合 織 中にはほ とん どK・E・G

を認めない.毛 根鞘細胞 の深層お よび中間層

の ものに1μ 大の呈色 の弱いK・E・Gを 主 と

して外鞘細胞 中に認め る.

Byt水:表 皮,毛 根鞘お よび線維細胞 中に

はほ とんどK・E・Lを 認めない.

VD)　 H・E染 色:表 皮は厚い層を示 し表皮

下に線維芽細胞お よび線維細胞が表皮に平行

してや ゝ多数に認められ る.線 維細胞 となつ

た部分では淋 巴間隙様の ものが多数に見 られ

る.間 質に主 としてエ オジン嗜好細胞が軽度

に浸潤している.毛 球部鞘上皮細胞は球状に

軽度の増殖 を示す.

V・G法:表 皮は著明に増殖を示し,毛 根鞘

細胞の深層の一部は軽度の増殖 を示 してい る

が核濃縮に陥つた鞘上皮細胞が認め られ る.

線維芽細胞の増殖を明かに認あ るが群在す る

傾向が少 な くて瀰漫性 に増殖 してい る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に微細なK・E・Gを

稀に認め る.結 合 織 中にはほ とんどK・E・G

を認めない.毛 根鞘にK・E・Gを 見 ない.

Byt水:顆 粒の大部分は呈色 を消失す る.

移植後30日

NaCl)　 H.E染 色:移 植片の血管の一部は

拡張 して赤血球を満 し,乳 頭層においては毛

細管の充盈を認め一部 では軽 るい出血 を伴つ

ている.そ の他の所見はV・Gで 述べ る如 し.

V・G法:移 植片 と母地の結合織は完全に融

合 して細胞浸潤 も認め られない.両 者の境に

存在す る毛嚢には異常に肥大 したものがあ り

1個 の毛嚢から2～5本 の毛根が発生 してい

る.そ の他 毛根の配列がや ゝ乱れて見える.

乳頭層に少数の円形細胞が存在す る.

C・F・J法:移 植片 と母地の境界にK・E・G

を認めない.毛 根鞘細胞中に1μ 前後の大 き

さのK・E・Gを 少数認め る.線 維細胞中に境

界不明瞭な粉末状 のK・E・Gを 少数散在性 に

認め る.

Byt水:顆 粒はほ とん どByt水 分別に よつ

て消失を起 している.

VA)　 H・E染 色:移 植後20日 に比べて線維

芽細胞の数 が減少 し母地 と漸次移行 してい る.

毛根鞘細胞は著 し く増殖 して一部は表皮に対

して垂直位 を とり附近に出血お よび毛細管の
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充盈を認 める.毛 球部附近の結合織は他 の部

位に比べて一般に鬆粗である.

V・G法:充 実性であつた毛根鞘上皮細 胞は

次第に表 皮に対 して垂直位を と り,中 央に明

るい部分を形成す る.中 間層では明かに毛根

の発生を認めるが表層附近では毛根の変性に

陥つた部分 を認める.移 植片は母地に比べて

線維成分 がやゝ 多い程度であつて相互の区別

は明かでない.

C・F・J法　 表皮に ほ とん どK・E・Gを 認

あないが極めて微細 なK・E・Gを 稀に少数認

め る.毛 根鞘細胞中にやゝ稜 角性の1μ 大の

呈色 の弱いK・E・Gを 少数 認あ る.間 質 に微

細 な ものか ら2μ 大にお よぶ一部 中空 状 の

K・E・Gを 中等数認め る.深 層の毛根鞘細胞中

を微細 な ものか ら1μ 大の 稜角性のK・E・G

を少数に認め る.

Byt水:表 皮細胞 中のK・E・Gは ほ とん ど

完全に消失 し,毛 根鞘細胞中に も呈色を示す

K・E・Gを ほ とん ど見ないが 紫 色に濃 染す る

不定形のK・E・Gを 少数散在性に認め る.

VB1)　 H・E染 色:表 皮は著 し く厚 さを減 じ

表面は著明に凹凸を示す.毛 根鞘細胞は増殖

を示 し細 長 くなつているが表皮に対 して横位

を とつている.し たがつて毛嚢の配列は不規

則 であ る.移 植後20日 に比べ て毛細管拡張 と

細胞成分 の増加が著明に見 られ るが,母 地 と

の境界は不明瞭になつている.

V・G法:表 皮は厚 さが薄 く,表 面は凹凸が

著明に見 られ陥没部か ら新生毛髮が突出 して

いる.毛 根鞘細胞は横位を減 じ垂直位を とつ

て毛根を取 り囲むよ うに増殖 している.結 合

織は線維細胞成分が増殖 してフクシンに よる

呈色を高め,円 形細胞 の浸潤はほ とんど消失

している.

C・F・J法:表 皮細胞に境界不明瞭な0.5～

1μ 大のK・E・Gを 少 数 認め る.毛 根鞘細胞

の表 層 部の ものに0.5～1μ 大のK・E・Gを

や ゝ少数認め深部は表層に比 してさらに減少

してい る.結 合織 中に もK・E・Gは 少い.

Byt水 　表皮細胞 中のK・E・Gは 完全に呈

色 を消失す る.毛 根鞘細胞 中の一部は呈色を

増強 して明確に認め られ るが深層の毛根鞘お

よび結合織細胞 中にはK・E・Lを 認めない.

VB2)　 H・E染 色:表 皮は凹凸が著明であつ

て直下に線維芽細胞 の軽度の増殖を認め る.

毛根鞘細胞は増殖 を示 し,毛 球部細胞は細長

い形を とつてい る.母 地 との境界は不明瞭 と

なつている.

V・G法:表 皮は厚 さを減 じ,表 面は著明な

凹凸を示 し,陥 没部か ら多数 の毛髮が突出し

ている.毛 根鞘細胞はなお円形の ものが見ら

れ るが多 くは垂直位を とつて細長い,中 間層

に位す る毛根鞘は明かに毛根を入 れている.

結合織は フクシンに強 く呈色を示 し,線 維細

胞は著明に減少 して母地 とは全 く区別できな

い.

C・F・J法:表 皮細胞 中に0.5～1μ 大のK・

E・Gを 少数(NaCl及 びVAよ り多数)認 め

る.皮 下結合織中に1μ 大 の 一部 中 空状の

K・E・Gが 存在 し,表 層の毛根鞘細胞中に類似

のK・E・Gを 少数ないし中等数認める.深 部

の線維細胞 中に0.5～1μ 大のK・E・Gを 少数

認め るが結合織中のK・E・Gは 深部に行 くに

したがつて数を減少 してい る.

Byt水:表 皮,皮 下結合織お よび毛根鞘上

皮細胞 中のK・E・Gは すべ て呈色を消失す るが,

血管に添つて不定形のK・E・Lを 少数認める.

VB6)　 H・E染 色:不 規則であるが毛髮が表

皮を貫いてい る.中 間層の毛根鞘細胞は軽度

の増殖を示 し,毛 球部細胞はすでに細長 く形

成 され,そ の走行は正常 とや ゝ異るが正常像

に近似 している.表 皮の陥没部に少数 の円形

細胞お よび壊死物の浸潤を認め る以外に母地

との区別はつけがたい.(Fig. 4参 照).

V・G法　 表 皮は1～2層 に厚 さを減少 し表

面は凹凸が著明であ る.陥 没部か ら毛髮が突

出 している.毛 根鞘上皮細胞は深層の ものも

縦位を とつて正常像に近似 し,内 部に明 るい

細胞を入れている.毛 球部附近は線維細胞お

よび血管の新生を認めず.フ クシンに染 る線

維成分に移行 してい る.表 層附近の毛嚢周辺

部に少数 の線維細胞の増殖を認める.

C・F・J法:表 皮細胞中にK・E・Gを 認めな
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いが,結 合織中に時に微細 なK・E・Gが 散在

している.毛 根鞘細胞 中に 極めて少 数 のK・

E・Gを 入れるものが多 く,か ゝるものでは毛

根および毛根鞘は瀰漫性 に呈色 し,他 の一部

は瀰漫性の呈色を示 さず細胞質に1～1.5μ 大く

のK・E・Gを 少数 ない し中等数認あ る.

Byt水:Byt水 分 別 に よ りK・E・Gは ほ と

んど全 く呈色を消失す る.

VC)　H・E染 色:表 皮は厚 さが薄 く凹凸が

著明で陥没部に垂直位に群在す る毛根鞘細胞

お よび毛根 の増殖 を認め る.深 部 の毛球部上

皮細胞は配列が乱れ るが細長い垂直位を とつ

て増殖を示 している.

V・G法:表 皮細胞は1～2層 に配列 し,表

面に凹凸を認 め2～3の 毛根が陥没部に見 ら

れる.深 部に群在す る毛根鞘は細胞の増殖 を

示 し多 くの細胞は表皮に対 して垂直位 を とつ

てい る.中 間層では新生毛根が正常に近い毛

嚢中に囲 まれて存在す る.毛 根 の新生 は期間

的に早いためか毛嚢周囲に血管お よび線維細

胞成分 を認める.深 部結合織は フクシンに強

く呈色を示 して母地 と区別で きない.

C・F・J法:表 皮細胞お よび皮下結合織中に

はほ とん どK・E・Gを 認めないが毛根鞘上皮

細胞の一部に瀰 漫性 に呈色す るK・E・Gを 認

め,深 部の毛根鞘上皮細胞中には1～1.5μ 大

のK・E・Gを 少数認め る.

Byt水:表 皮のK・E・GはByt水 分別によ

つて瀰漫性の細胞質紫色呈色 を示す.表 層の

毛根鞘細胞質 中のK・E・Gの 呈色は変化 しな

いが深層の一部の ものは呈色を増強す る.

V・D)　H・E染 色:表 皮は厚 さを減 じ表皮下

に淋巴球あ るいは多形核白血球の軽度の浸潤

を見る.毛 根鞘上皮細胞の増殖は著明に認め

られず,毛 球部で軽度の増殖が起つてい る程

度であ る.毛 根 もやゝ 異形のものが多い.

V・G法:表 皮細胞の増殖 は著明に認め られ

ない.深 層の毛根鞘細胞は軽度の増殖が起 り

楕円形を示 し,中 間層では毛根を認め.るが鮮

明でない.組 織細胞の形成は次第に消失の傾

向が見られる.

C・F・J法:表 皮細胞 中に0.5μ 大のK・E・

Gを 少数 に認め る.線 維細胞 中には一般に顆

粒は少いが部分的にか な り多 くのK・E・Gが

存在す る.毛 根鞘細胞中に0.5～1μ 大の大 な

るものは 中空状を示すK・E・Gを 少数に認める.

Byt水 表皮細胞 中のK・E・GはByt水 分

別 に より呈色をほ とんど消失す るが,深 部の

毛根鞘細胞 中の ものは呈色を残留 または増強

す る ものが比較的に多 い.

移植後40日

NaCl)　 H・E染 色.毛 嚢の一側に線維芽細

胞が緻密にやゝ 乱れた配列を とつた部分を認

め,反 対側に鬆粗な正常像 の結合織を認め る.

その境界部に存在す る毛根は配列が乱れ,毛

嚢の一部は肥大増殖 して毛孔の拡大をきた し

ている.母 地に接す る毛嚢は著 しい毛根鞘細

胞の増殖が見 られ多数 の核分 裂 が 起 つ て い

る.

V・G法:移 植片 と母地の区別は全 く不可能
ゆ

であるが一部の毛根鞘上皮細胞が肥大増殖 し

てい るのが認め られ る.

C・F・J法:移 植片 と母地の区別は困難であ

つて毛根鞘細胞 中に微細 なK・E・Gを ごく少

数に認める.結 合織 中に 稜角性の1～2μ 大

のK・E・Gが 少数散在 している.

Byt水　 上記のK・E・Gは ほ とん ど消失す

る.

VA)　 H・E染 色:表 皮は厚 さを減少 し表 面

は凹凸が著明に見 られ時に嚢腫様を呈す る.

毛根 鞘細胞は表皮の方向に増殖を示 してい る

がや ゝ配列が乱れてい る.表 皮下 に軽度の出

血を認め る.

V・G法:表 皮の表面は凹凸が著明で一部は

嚢腫状に認 められ る.深 部の毛根鞘上皮細胞

は円形 ない し楕円形を とつて増殖を示 し,一

部の ものは軽度に縦位を とつてい る.中 間層

では毛根の新生を多数に認め る.表 皮直下で

は血管腔が拡大 して出血 とまぎ らわ し く見え

る部分があ る.母 地 との境界は区別 しがたい.

C・F・J法:表 皮細胞 中に0.5μ 大の稜角性

のK・E・Gを 少数認め,線 維細胞中に瀰漫性

に呈色を減弱す るK・E・Gを 少数認め る.毛

根鞘細胞 中と くに表層の ものは細胞核が瀰漫
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性に染 るものがあ るが顆粒は認め られない.

Byt水:表 皮細胞 中のK・E・Gは ほ とん ど

呈色を消失す る.結 合織中にK・E・Lを 少数

認める.

VB1)　 H・E染 色:表 皮の構造は移植後30

日にひ としい.毛 根鞘細胞は細 長 く伸びて正

常像 に近似 し表皮に向つて規則正 しく増殖 し

てい る.一 部の毛根鞘細胞は透明層を示 して

い るが毛根 の新生は認め られない.表 皮下の

一部に円形細胞お よびエ オジン嗜好細胞の浸

潤を認める.毛 球部 附近は血管がや ゝ多い.

V・G法:新 生表皮はお よそ正常像を示 し直

下に軽度に淋巴球お よび単核球の浸潤 と多 く

の線維芽細胞 の浸潤を認める.深 層の毛根鞘

細胞は垂直位を とり表皮直下まで垂直位を保

つて増殖 を示 し,そ の内部に明 るい細胞 の形

成を見 る.移 植片は母地に比較して フクシン

に よる呈色がわずかに弱い.

C・F・J法・ 表皮細胞 中に呈色の弱 いK・E・G

を少数認め る.表 層の毛根鞘細胞中に1μ 大

のK・E・Gを 少数散在性に認め,やゝ 深部に

ゆ くと顆粒は減少 している.結 合織 中にはほ

とん どK・E・Gを 認め ない.

Byt水:K・E・Gは ほ とんど消失 している.

VB2)　 H・E染 色:表 皮上面は著明に凹凸

を示 しているが細胞層の厚 さは 中等度である.

毛根鞘上皮細胞は組織の中間層では著明に増

殖を示 してい るが,毛 球部 では著 しい増殖が

認め られない.母 地 とは線維芽細胞の多いこ

とに よつ て区別 され る.

V・G法:中 等度に増殖 している表皮上面は

凹凸を示 し,角 質 層の上に壊死物質を認める.

中間層の毛根鞘上皮細胞は著明に増殖 を示 し

深層では著明に認め られない.こ の部 の毛嚢

周囲に線維細胞お よび線維 芽細胞の成分が母

地に比較 してや ゝ多 く認められ る.

C・F・J法:表 皮 細胞 中に0.5な いし稀 に

1μ 大にお よぶ 呈色の弱いK・E・Gを 少 数認

める.線 維細胞 中に も呈色の弱 いK・E・Gを

少数 認め る.表 層の毛根鞘細胞 中に0.5～1μ

大のK・E・Gを 少数に認め るが深部に.ゆくに

したがつて減少 している.

Byt水:K・E・Lは ほ とん ど認め られない.

VB6)　 H・F染 色:表 皮は所 々陥没が認め

られ る.中 間層か ら表層にかけて群在す る毛

嚢 の一部 の ものは毛根を入れ,そ れは表皮を

貫 いている.毛 根鞘細胞は移植後30日 よりも

さらに細長 くな り成熟形に近い.毛 球部附近

の一部に異物 巨大細胞を認める.著 明に新生

す る血管 には血液の充盈が見 られる.(Fig.

 5参 照).

V・G法:表 皮はかな り凹凸を示 し,増 殖の

程度は中等度であ る.経 過 日数を重ね るにし

たがつて毛根鞘細 胞は明 る くな り,中 間層に

位す るものは正常像を示 してい る.移 植片と

母地は全 く境界が認められない.

C・F・J法:線 維細胞 中にはほ とんどK・E・G

を認めない.毛 根鞘細胞 中に瀰漫性にや 弱ゝ

い呈色を示す ものを認める.

Byt水:　 K・E・Gは ほ とん ど呈色を消失す

る.

VC)　 H・H染 色:移 植片中間層では毛嚢は

群在 して鞘上皮細胞の増殖 を見 る.一 部の細

胞は異常.に増殖 して毛球部 も正常に近い像を

示す.線 維 芽細胞は減少 し線維細胞に変 じ膠

原線維 の増殖をみ とめ る.

V・G法:表 皮は1～2層 にならぶ比較的明

るい細胞か ら成つている.深 部の毛根鞘細胞

は垂直位を とつて増殖が著明で,中 間層では

多 くの毛根を認め これ等毛根は表皮 まで直結

してい る.極 く一部に淋巴球お よびその破壊

物を認める.

C・F・J法・ 毛球部鞘上 皮細胞中に微細 なも

のか ら1μ 大 のK・E・Gが 主 として中心部お

よび周辺に少数 認め られる.表 層の毛根鞘細

胞中に極 くわずかのK・E・Gを 認め るが,結

合織 中にはほ とん ど認め得ない.

Byt水:　 K・E・Gは ほ とん ど呈色を消失,

あるいは減弱す る.

VD)　 H・E染 色:表 皮は凹凸が著明で陥没

部に向つて深部か ら毛根鞘上皮細胞の増殖が

起 り,比 較的正常に近い像を示すが,間 質に.

淋 巴球お よびエ オジン嗜好細胞 の浸潤が見 ら

れ浮腫が存在 す る.
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V・G法:表 皮は比較的明 るい細胞が2～3

層にならび表皮直下に少数 の円形細胞の浸潤

が認められ る.毛 根鞘上皮細胞は中間層で著

明な増殖を示し,そ の周囲には新生の線維細

胞は認められず フクシンに染 ま る膠原線維 に

移行 している.深 層の毛根鞘は比較的明 るい

細胞が細長 くならびその附近では線維細胞の

増殖は著明でない.移 植片 と母地の区別は困

難であ る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に微細 なものか ら

1μ大のK・E・Gを 少数認 め る.線 維細胞中

にはほ とんどK・E・Gを 認めない.表 皮に近

い部分の毛根鞘細胞 中に表皮細胞 中のもの と

等 しいK・E・Gを 少数認 め深部 にゆ くに した

がつて減少 している.

Byt水:表 皮 細 胞 中に 極 め て わ ず かの

K・E・Lを 認め,結 合織 中には ほ とんど認め

ない.

深部 の毛乳頭附近にお いて時に極めて少数

のK・E・Lを 認める以外に鞘上皮細胞 中には

認められない.

移植後55日

NaCl)　 H・E染 色:移 行片は母地に比べて

や ゝ線維細胞が多い.移 植片 と母地は漸次移

行 しているが境界において時に血管の新生を

み とめ る.毛 根鞘細胞 は表皮に近い部分にお

いて数層に増殖を示 し,深 部では毛根内鞘細

胞が淡明に見 られ る.

V・G法:表 皮は1～2層 で下方に向つて茸

状の突出が認め られ,表 皮直下に軽度の円形

細胞の浸潤を認め る.膠 原繊維 は フクシンに

よる呈色を著 し く高め母地 との区別は困難で

ある.毛 根鞘上皮細胞は中等度 増殖を示 して

いるが一部に核破壊 などの変性 を認め る.

C・F・J法・ 表 皮細 胞 中 に 極 め て微細な

K・E・Gを 少数認める.結 合織 中に非常に 呈

色の弱いK・E・Gを 極めて少数に認め る.毛

根鞘上皮細胞中には一般 にK・E・Gは 少ない

が周辺に存在す るものに0.5～1μ 大のK・E・G

を時に認め る.

Byt水:K・E・Gの 大部分は呈色を消失す

る.

VA)　 H・E染 色:表 皮は移植後40日 より

厚 さを減 じ,毛 嚢の一部はすでに表皮に突入

して表層に近い毛嚢附近に線維芽細胞お よび

少数 の円形細胞を認め る.他 の部位において

は母地 と区別が困難である.

V・G法:表 皮は薄 く,毛 根鞘は深部にお い

て移植後20日 と比較する と明 るい細胞が縦に

な らぶ傾向を示 している.周 囲におけ る線維

細胞 の形成は著明に見 られず,血 管 の新生は

ほ とんど認め られない.毛 根鞘は中間層か ら

表 皮まで連続 してその中に毛根の存在を示す.

ご く稀に変性に陥つた毛根鞘細胞を認め る.

フクシンに よる呈色は弱い.

C・F・J法:表 皮ならびに結合織 中にK・E・G

をほ とん ど認めない.毛 乳頭層附近に1μ 大

の稜角性 の比較的境界 の明瞭なK・E・Gを 少

数 ない し中等数にみ とめ,深 部にゆ くに した

がつ てK・E・Gは む しろ増加 の傾向を示す.

Byt水:K・E・Gは ほ とんど呈色を消失す

る.

V・B1)　 H・E染 色:表 皮に達す る毛根鞘

お よび垂直位にならぶ毛髮を認め る.深 部で

は毛球部鞘上皮細胞 の増殖があ るが,細 胞は

正常に比較 して不規則に配列を示す.表 層附

近 では毛細血管 の増殖が著明で一部に出血を

認め る.移 植片は正常組織に比べてや ゝ細胞

成分が多い.

V・G法:表 皮は4～5層 を成 し移植後40日

に比べて厚 さを減 じてい る.表 皮下結合織に

は淋 巴球お よび単核球の浸潤が毛嚢に添つ て

見 られ る.毛 根鞘上皮細胞は一般に明 るくな

り深部では垂直に並び,そ の周囲に拡張 した

血 管を少数認め る.

C・F・J法:表 皮細胞中に極めて瀰 慢性 に呈

色 の弱いK・E・Gを 比較的多数認める.毛 根

鞘上皮細胞 中に1μ 大のK・E・Gを 少数 認め

る.結 合織 中にはK・E・Gは 稀であ る.

Byt水　 K・E・Gは ほ とんど呈色を減弱な

い し消失 してい る.

VB2)　 H・E染 色 ・線維 芽細胞 の多い層は極

めて表層のみに限 られ,他 の部 では母地 と区

別 し難 い.毛 球部鞘上皮細胞は増殖 してや ゝ
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細長 くなつ てい る.表 層に近い鞘上皮細胞 も

増殖を示 してい るが細胞 の配列が乱れてい る.

V・G法:表 皮細胞は2～3層 に並び表面は

比較的凹凸を示す,表 皮直下にや ゝ多 くの線

維芽細胞 の浸潤が見 られ,そ の細胞間に多数

の毛嚢がや ゝ鬆粗 な結合織に囲 まれて存在 し

ている.毛 根鞘の太 さは部位に よつて異な り

深層では細胞の増殖があつて垂直に並ぶ もの

が少 く,細 胞は充実状に見えるものが多い,

その周囲には線維芽細胞な らびに線維細胞 の

増殖 はほ とん ど見 られず フクシンに紅 く染つ

た結合織成分を認め る.母 地 との境界は全 く

不明瞭 であ る.

C・F・J法:表 皮細胞 中,こ とに表皮突起 を

形成す る部分ではK・E・Gは や ゝ多い.毛 根

鞘細胞質中に も1μ 大 の稜角性ないし円形 の

K・E・Gを 少数認め る.結 合織中に 極 めて呈

色 の弱 いK・E・Gを 稀に認め る.

Byt水:K・E・Gは ほ とん ど呈色を 消失 し

ている.

VB6)　 H・E染 色:表 皮は1～2層 で結合織

はすでに 正常にひ としく毛根鞘上皮細胞 も正

常像を示 している.

V・G法　 表皮細胞は2～3層 に並び,表 面

は所 々凹凸を示 し陥没部では数条の毛根が毛

根鞘細 胞に囲 まれ て存在し,こ れ等細胞は深

層では楕円形ないし長楕円形を示 し核分裂が

正常 よ りも多 く見 られ る.周 囲の結合織は赤

色呈色が強 く,細 胞成分が少 くて正常 像に近

似 し母地 との区別が困難である.中 間層附近

では少数の異物巨大細胞が存在 し,表 皮直下

に黄染 する新生の筋線維 を認め る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に0.5～1.5μ 大 の

稜 角性 ない し中空状 のK・E・Gを 少数認め る.

結合織 中に少数 のK・E・Gを 瀰 慢性に認め る.

表皮に近い部分の毛根鞘細胞質 中に0.5～3μ

大のK・E・Gを 比較的多数に認める.

Byt水　 K・L・Gは ほ とん ど呈色 を消失す

る.

VC)　 H・E染 色:毛 根鞘の構成は配 列が正

常にや ゝ近似 し,結 合織 も正常像に似 る.

V・G法:毛 球部鞘上皮細胞は比較的に垂直

位を保つ てい るが中心に明 るい層を認めがた

い.中 間層では毛根 の新生を中等度認め,周

囲に出血が起つてい る.結 合織は フクシンに

中等度に呈色 し母 地 に比べ てや ゝ鬆 粗 であ

る.

C・F・J法:表 皮細 胞 中に 極 め て 微細 な

K・L・Gが 連珠状又は細い糸状 に 並んで いる

のを少数 ない し中等数認め る.結 合織 中に極

めて微細 なK・E・Gを 少数 認め,毛 根鞘細胞

中に0.5～1μ 大 までの多 くは稜 角 性を示す

K・E・Gを 少数認 める.

Byt水: K・E・Gは ほ とんど呈色 を消失す

る.

V・D)　 H・E染 色:表 皮は薄 く,毛 根鞘細

胞は軽度の増殖が見 られ る程度 であつて,毛

球部 では増殖が認められない.間 質は萎縮性

を示 してい る.

V・G法:表 皮の増殖が不視則で部位に よつ

て薄厚を示 している.毛 根鞘細胞お よび毛根

の新生は一般に弱 い.真 皮の結合織はフクシ

ンに強 く呈色 を示 し細胞成分に乏 しくて母地

とはほ とんど区別できない.

C・F・J法　 表皮細胞 中にほ とん どK・E・G

を認めないが,毛 根が表 皮を 貫 く部 分 では

0.5～2μ 大のK・E・Gが 中等数群在 している.

毛根鞘細胞中に 中空状ない し稜 角性 または球

型の1.5～2μ 大のK・E・Gを 少数認める.

Byt水・ 顆粒はほ とん ど呈色を消失す る.

(第1表 ～第7表 参照)

第2項　 移植 片採取後,各 液 中に3時 間

浮遊せ しめて移 植した場合の組織学的所見.

移植後2日

NaCl)　 H・E染 色:移 植表皮は薄 く,細 胞

は一般に核濃縮 を起 し,毛 根鞘上皮細胞に も

核濃縮 を認める.膠 原線維はや ゝ膨化 してエ

オジンに濃淡に染 り,毛 嚢附近に多 くの多形

核白血球の浸潤を認め,そ れ等は核破潰に陥

つている.毛 球部鞘上 皮細胞は一般に変化が

軽度である.

V・G法:移 植片の表層は フクシンに濃染 し,

細胞は一般に萎縮性 である.表 層の毛根鞘上

皮細胞は核濃縮が強 く,そ れに接 して多数 の
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第1表　 NaCl組 織片を1時 間浮游せ しめて移植

第2表　 VA組 織片を1時 間浮游せ しめて移植

第3表　 組織片を1時 間浮游せ しめて移植
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第4表　 組織片を1時 間浮游せ しめて移植

第5表　 VB6組 織片を1時 間浮游せ しめ て移植
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多形核 白血球お よびそれ等 の壊死物が毛球部

と表皮上面 との中間に層をなしているのが認

められ る.そ れ よ り深部では多形核 白血球は

比較的に少 い.線 維細胞は核濃縮を示 し,間

質はや か浮腫に傾 き膠原線維 の膨化が起 り,

毛球部上皮細胞はやゝ 浮腫に陥 り核の変性が

著しい.

第6表　 VC組 織片を1時 間浮游せ しめて移植

第7表　 VD組 織片を1時 間浮游せ しめて移植

C・F・J:移 植片表層は瀰慢性に薄紫色に染

り,そ の中に微細 なK・E・Gを 少数 認め る.

表層の毛根鞘細 胞中にK・E・Gを 認めないが

毛球部細胞に呈色の弱 い もの を わず か に 見

る.結 合織中に極めて微細なK・E・Gが 存在

す る.

Byt水 ・表皮の淡紫色中に見 られたK・E・G

はむ しろ呈色を増強 し,毛 根鞘細胞 中に極め

て少数のK・E・Lを 認め る.毛 球部では呈色

を残留す るものが多い.

VA)　 H・E染 色:移 植表皮か らやゝ 下方に

多 くの多形核 白血球の浸潤 と毛嚢を認め,そ

れ より上部は壊死層が あ り,下 部 の結合織に
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は浴腫 と出血 が起 り,そ の部 の毛球部上皮細

胞 は中等度 の核濃縮に陥つてい る.母 地 との

移行部では表皮細胞の増殖が起つている.

V・G法:移 植片の上部約1/3は 多数の多形

核 白血球 と淋 巴球お よびその壊死物に よる層

が形成 され,そ れ よ り上部の結合織は フクシ

ンに比 較的濃染 し,下 部は呈色が弱 く間質に

少数の多形核 白血球 と赤血球の浸潤を見 る.

毛根鞘上皮細胞は軽度に変性 を示し核濃縮が

起つてい るが比較的健 全であ る.

C・F・J法・ 移植片表層は瀰漫性 に淡紫色

を呈 し,そ の直下 の結合織中に微細 なものか

ら0.3μ 大にお よぶK・E・Gが 多数に存在 し,

さらに深部ではK・E・Gを ほ とんど認めない.

毛根鞘上皮細胞は瀰漫性紫色 を示 し一部にお

いて無呈色 のK・E・Gを 極めて少数 に認め る.

Byt水:境 界部に存在 していたK・E・Gは

む しろ呈色を増強 し,そ の他のK・E・Gは ほ

とん ど変化 しない.

VB1)　 H・E染 色:移 植片に多数の多形核白

血球の浸潤に よる境界線を認め,白 血球は毛

根鞘細胞 または毛根に集 る傾向を示 し,毛 嚢

のない部分 では比較的散漫であ る.母 地側か

ら表皮の増殖が起つている.移 植片の結合織

は浮腫に傾き母地 との境界部では線維細胞お

よび線維芽細胞 の増加があつて出血が見 られ

る.深 部 の毛嚢 附近に も多形核 白血球の軽度

浸潤 を認め る.

V.G法　 移植片に多形核白血球 とその破潰

物にに よつて構成 された境界は明確 でないが

広い巾を示 している.毛 根鞘細胞は核濃縮に

陥 り核網結節の融解が見られ る.毛 根は著明

に変性 に陥 る.浸 潤 細 胞 層 より下部 の線 維

細胞 は一般 に核濃縮を起 し,膠 原線維は浮腫

に傾 きフクシンに弱 く呈色 している.細 胞間

質中に少数の多形核白血球の浸潤を認めるが

附近に比較的正常 な毛根鞘が存在 している.

C・F・J法:移 植片表層はや ゝ淡紫色 を呈す

中に微細なK・E・Gを 少数認め るが, NaClお

よびVAに 比べてその数が少 く境界 も不明瞭

であ る.毛 根鞘細胞質 中に0.5～1μ 大のK・

E・Gを 少数 ないし中等数 認め一部の細胞核は

紫色に染 る.

Byt水:瀰 漫性淡紫色に染 る基礎物質 中に

K・E・Lが む しろ増加 し,一 部結 合 織 中にお

いて も同様である.毛 根鞘 お よび毛球部鞘上

皮細胞 中のK・E・Lも 減弱 しない.

VB2)　 H・E染 色:移 植片 は多数 の多形核白

血球 で境 されてそれ よ り深部は毛球部が残留

している.毛 根は変性 を示 しエ オジンに赤染

す る.表 皮細胞 の一部 に浮腫 と核分裂を認め

る.結 合織 も浮腫に傾 き母地に接す る部分に

存在す る毛根鞘細胞はかな り腫大 している.

V・G法:移 植表皮はわずかに残存 し,表 皮

下に多数の多形核 白血球 とその壊死物質の浸

潤を認め,結 合織はや ゝ膨化 しているが,そ

れ より下部の線維細胞はむ しろ濃縮 している.

表層の毛嚢に接 して多数の多形核 白血球の浸

潤が見 られ る.結 合織 中に散在性 または集合

性に多形核白血球 の浸潤 をみ とめる. VAお

よびVB1に 比べて浸潤層の境界が明 確でな

いがお よその境界線 よ り下部 では多形核 白血

球お よびその壊死物の浸潤が比較的に軽度で

あ る.多 数の毛球部の存在が見 られ る.

C・F・J法:移 植片中心部は瀰漫性淡紫色に

染 るがK・E・Gを ほ とん ど認あない.毛 根鞘

細胞核の一部は紫赤色にかな り強 く呈色 し,

毛球部細胞質中には呈色の弱 いK・E・Gを 少

数認め る.線 維細胞 にはほ とん どK・E・Gを

認めない.

Byt水　 淡紫色を示す壊死物質 中にK・E・L

をほ とん ど認めない.多 くの場合毛根鞘細胞

に もK・E・Lの 出現を見ないが極めて稀にや

ゝ中等数にK・E・Lを 入 れる細胞を認め る.

VB6)　 H・E染 色:移 植片に多数の多形核白

血球お よびその壊死物質 を認め るが他の例に

比べて浸潤の程度が弱い.母 地 との境界にかな

り著明な表皮の増殖を認め,深 部毛根鞘細胞も

増殖を示 して周囲に軽度の出血が起つている.

V・G法:白 血球 の浸潤層お よび破壊層は他

の例に比べて軽度で,そ の浸潤層 よ り上方の

結合織は フクシ ンに よる呈色が弱 く,下 部 も

や ゝ呈色 を減弱 し,附 近に出血が あ り,少 数

の多形核白血球を間質 中迄 見 る.浸 潤細胞層
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より深部において中等数の毛嚢を認め,母 地

との境界に存在す る毛根鞘細胞は増殖が起つ

ている.

C・F・J法:移 植片中央部に紫赤色 に染 る少

量の壊死物質が あ り,こ れ等 のなかにK・E・G

を認めない.毛 根鞘細胞核は紫赤色 に呈色 し

ほ とん どK・E・Gを 認めない.一 部の線維細

胞中にK・E・Gを 認め る.

Byt水:一 部の毛球部細胞中に 少 数のK・

E・Lを 認め るが多 くの ものはほ とん ど呈色 を

示 さない.

VC)　H・E染 色:白 血球 の中者度浸潤を認

める.(本 標本中に毛嚢の存在は少 ない).深

部の血管に添つ て多形核 白血 核の浸潤 と出血

および線維芽細胞 の軽度増加 を認める.

V・G法:多 形核白血球お よびその壊死物を

中等数認め,そ れ より上層の結合織は フクシ

ンにや ゝ強 く呈色 し,下 部では浮腫が起 りフ

クシンに よる呈色がや ゝ減弱 してい る.毛 嚢

は本標本 中には少数 存在す るのみであ る.

C・F・J法:移 植片は瀰漫性に呈色を示すが

K・E・Gを ほ とん ど認めない.毛 根 鞘 細胞核

は呈色 を示 さないが細胞質 中に0.5～1μ 大の

K・E・Gを 少 数 認め,か ゝるものにおいては

毛根の変性が見 られ ない ことか らしてこれ等

K・E・Gは 残 生 した ものか正 常に 近い もの と

思われる.

Byt水:毛 根鞘細 胞 中にK・E・Gの ように

見えた ものはほ とん ど呈色を消失す る.

VD)　 H・E染 色:移 植片に中等数 の多形核

白血球お よびその壊死物質か らな る境界線 を

認め,そ れ より下部に出血 と浮腫が あ り残存

す る毛嚢を認めない.母 地か ら表皮の再生が

起 り母地側の毛根鞘お よび線維細胞は増殖 を

示している.

V・G法:VB1お よびVAに 似 る.

C・F・J法:移 植 片上層は淡紫色に染 る基質

を有しその中に微細なK・E・Gを 少数 ない し

中等数認め,そ れに続 く毛根鞘細胞 の核膜 附

近は紫赤色 に呈色 し,多 くの ものは細胞質 中

に0.5～1μ 大のK・E・Gを 少数ない し中等数

認める.

Byt水:基 質 中にや 少ゝ数 のK・E・Lを 認

めK・E・Gは 他 の場合に比べ て形が幾分大 き

い.毛 球部細胞中に認めたK・E・Gは 多 くの

場合呈色を減弱ないし消失している.

移植後4日

NaCl)　 H・E染 色:移 植片の中間帯に多形

核 白血球の浸潤層を認め,そ れ よ り上層では

毛根鞘上皮細胞お よび毛根 の濃縮 を認めるが

白血球の浸潤は比較的少数であ る.浸 潤層の

下部の膠原線維は呈色がや ゝ減弱 し細胞は軽

度核濃縮に陥 る.毛 根鞘細胞 も核濃縮を示す

ものが多い,し か し一部の細胞は軽度の増殖

が起つている.母 地 との移行部に若干線維芽

細胞の増殖があ り,表 層は母地側か ら表 皮細

胞が次第に侵入 して くるのが認め られ る.

V・G法:母 地か ら表皮細胞が伸 びて再生が

起つてい る.移 植片の約中間層に多形核 白血

球 とその破潰物お よび赤血球か らなる層の形

成を見 る.そ れ よ り深部は フクシンに よる呈

色が母地に比べ て著 しく弱 い.一 部の毛根鞘

細胞は核濃縮 をまぬがれ,移 植片に接す る母

地に線維芽細胞 と血管の新生が起つてい る.

C・F・J法:移 植片 中間層に微細な紫赤色部

を認 め,0.5μ 大の比較 的 均 等なK・E・Gが

多数に存在す る.そ の部の毛根鞘細胞は強 く

紫 赤 色に染 り核 の変 性が 見 られ,細 胞 質 に

0.5～1μ 大のK・E・Gを 多数 に認め る,結 合

織中に0.5～2μ 大に達す る球状のK・E・Gが

主 として組織球性細胞中に とられているのを

多数認め る,お そ らく飽食 した遊赤細胞核 の

残骸であろ う.一 部の毛根鞘細胞核は呈色 を

示 さず,細 胞質 中にK・E・Gを 少数認め る,

これ等細胞はおそら く後に再生す る毛根鞘あ

るいは毛球部の基礎 となるものであろ う.

Byt水:淡 紫色に染 る壊死物 質 中に多 数 の

K・E・Lを 認め これ等は境界 線 附 近に最 も多

く存在す る.下 層の結合織中に多数 のK・E・L

を認め,深 部に存 在す る毛 根 鞘 細 中 胞には

K・E・Lを 少数ない し中等数認め る.母 地の結

合織はK・E・Lが 少い ことに よつて移植片 と

区別 され る.

VA)　 H・E染 色:母 地か ら移植片に向つて
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表皮の増殖が起 り,そ の程度はNaClよ りや

ゝ強い.移 植片は表皮再生の仮想線 よ り上部

に多数 の多形核白血球の浸潤 があ り,残 存す

る毛根鞘は腫大 した細胞が2層 位に並んでい

る.一 部の毛根鞘 細胞は消失 して変性 した毛

根のみを認め る,毛 球部が少数残存 してい る.

少数の線維芽細胞 の増加を認める.

V・G法:母 地か らの表皮の再生は対照 よ り

良好であ る.移 植片は多数の多形核白血球お

よびその破潰物で浸潤 され,そ の範囲はほ と

ん ど表層にお よび,い わゆ る浸潤層の境界線

は明瞭でない.浸潤 細胞 よ り下方では結合織

成分が フクシンに よる呈色を比較的に強め,

毛球部鞘上 皮細胞の一部は核濃縮に陥 り,附

近 に線 維芽細胞の軽度の増加が見 られ る.

C・F・J法　 移植片上層は紫赤色に呈色す る

中に少数 のK・E・Gを 認め,表 皮下結合織中

に微細 な ものか ら0.5μ 大 にお よぶK・E・Gを

少数認め る.本 標本中に毛嚢 の存在は少数 で

あ るが毛根鞘上皮細胞の多 くは細胞核が瀰漫

性に呈色 し,一 部の毛球部上皮細胞に微細な

K・E・Gを 少数 認め る.

Byt水・ 壊死物質 中にK・E・Lの 増加 を見

る.結 合織中に も呈色の増強 とK・E・Lの 増

加があ り,多 くの毛根鞘細 胞は変性に傾 き細

胞核は瀰漫 性に呈色 していている,そ の附近

において もK・E・Lを 多数に認め る.

VB1)　 H・E染 色:母 地か ら中等度に表皮の

再生があ り移植片 との境界では深部に向 う増

殖が起 り,附 近に線維 芽細胞の増殖 を認あ る.

移植片上半部は多形核 白血 球の浸潤を多数に

伴つて変性ないし壊死に陥 り,表 層の毛根鞘

は核濃縮を起 し細胞増殖が あま り見られず,

附近に 異物巨大細胞を認め る.深 部の毛根鞘

お よび毛球部上皮細胞は軽度増殖 を示 し,附

近の結合 織線維 はだいたい正常像に近似す る.

V・G法:母 地か ら表皮の新生が起 り,そ の

程度はVAに 等 しい.移 植片の多 くの部分は

壊死に陥 り,結 合織は フクシンに中等度 の呈

色を示す.血 管周囲 と母地 との境界附近に線

維芽細 胞の増加が軽度に見られ,残 存す る毛

根鞘上皮は軽度に細胞増殖 を示 してい る.

C・F・J法:表 皮の再生が著明に起 り,移 植

片の上半部は一部新生表皮面上に分割 されて

い る.新 生表皮に球状ない し移角性のK・E・G

を少数に,そ れ より下部に存在す る一部の毛

根鞘上皮細胞 中に比較的大 形のK・E・Gを 認

め る.毛 球部に微細 なK・E・Gを 入れ る細胞

が存在す る.結 合織 中に0.5～1.5μ 大のK・

E・Gを 認め る.

Byt水:再 生表皮中のK・E・Lの 多 くはむ

しろ呈色を増強 し,下 部結 合 織 中のK・E・G

の約半数は呈色 を減弱す る.毛 根鞘お よび毛

球部上皮細胞に微細なK・E・Lを 中等数認める.

VP2)　 H・F染 色:移 植片の上半部は結合織

が等質性に見え,そ の中に増殖を示す毛根鞘

上 皮を認め,や ゝ下方に存在す る毛根鞘お よ

び毛球部上皮細胞は変性に傾 くものを認め,

附近に多形核白血球の浸潤を伴 う.深 部結合

織 中に線 維芽細胞の増加 と多形核白血球の軽

度 の浸潤 を認め,肉 芽性炎を示す部分がある.

母地側か ら中等度の表 皮 増 殖を認め る.(こ

の標本では毛嚢の存在が少数である.)

V・G法　 表皮の再生を著明に認め られない.

移植片の中間部に多 くの多形核白血球 とその

破潰物か らなる層を認め,附 近の結合織はフ

クシンに濃染 し,そ れ より上部の結合織は呈

色がや ゝ弱 く正常の構造を失つている.下 部

組織は母地 との境界部に血管に添つ て線維芽

細胞の増加を認め る.著 明 な毛根鞘の残留を

認あ られない.

C・F・J法:移 植 片はか な り広い範 囲に わ

た り瀰 漫 性の呈色を示 し,そ の 部 に 微 細な

K・E・Gを や ゝ多数に認め る.呈 色 とK・E・G

の分布は深部にお よび,毛 根鞘お よびその球

部 を明かに区別 し難い.表 層お よび母地に近

い 部 分の毛根鞘上 皮細 胞 中に極めて少 数に

K・E・Gを 認める.

Byt水:壊 死物質 中のK・E・Lは 全て呈 色

を増強す る.毛 根鞘お よび毛球部上皮細胞中

に もK・E・Lの 増加を認め る.

VP6)　 H・E染 色　 移植表皮は多数の多形核

白血 球 を 伴いすでに再生す る結 合 織か ら分

劃 されてい る.母 地か ら著明な表皮の新生が
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起 り移植片に向 うのみならず深部に向つて も

増殖 し,毛 根 鞘は毛球部において も細胞増殖

を認める.

V・G法:移 植片の母地に接す る部分の表皮

は肥厚 し,再 生表 皮に よつて移植片 の一部は

痂皮 として上部に剥脱 されてい る. VAお よ

びVB1に 比べ て表皮細胞層が厚 く,移 植片

中間帯の毛根鞘上皮細胞 は一部すでに増殖を

示 し,そ の附近に血管 と線維 芽細胞 の増殖が

見られフクシンに弱 く赤色呈色を示す.毛 球

部鞘上皮細胞の一部は核濃縮 または核破潰を

起 しているが,多 くの ものはすでに増殖が起

つている.母 地 との境界部では線維 芽細胞 の

増殖 が認め られ る.

C・F・J法:か な り厚 く増殖 している新生表

皮によつて移植片の上半部は表皮外に分劃 さ

れ,新 生表皮細胞中に呈色の弱いK・E・Gを

極めて少数に認め る.残 存す る移植片の毛根

鞘上皮細胞はや ゝ増殖の傾向を示 し,細 胞中

に呈色の弱 いK・E・Gを 少数認め るが核の呈

色は見 られない.結 合 織 中に0.5～1μ 大 の

K・E・Gを 少数 認める.

Byt水:表 皮細胞 中に0.5～1μ 大の呈色を

増強す るK・E・Gの 増加を認め,毛 根鞘およ

び線維細胞質中において も同様 である.毛 球

部ではK・E・Gの 増 加を認めない.

VC)　 H・E染 色:移 植片はかな り大きな範

囲で脱落 し,再 生表皮は4～5層 の厚 さの も

のが移植片を被い深部に向つて も中等度の増

殖を示している.毛 嚢 の長 さは一般 に短 く,

比較的浅層に少数の毛球部を認め る.結 合織

は線維芽細胞が比較的に多いが膠原線維の形

成がかな り多 く見 られ る.(表 皮 細 胞の新 生

が可良である.)

V・G法:表 皮細胞は著明な増殖を示 し,表

皮突起は深部にのび ている.壊 死に陥つた移

植片は新生表皮の上部 に界せ られて剥脱が起

り,表 皮の陥没部に毛根を認め る.中 間層の

毛根鞘上皮細胞は増殖 を示す.結 合織に少数

の遊走細胞 を認めるが フクシンに よる呈色は

比較的正常に近い.血 管の新生 を軽度 に認め

る.

C・F・J法:母 地か ら表皮の再生が起つてい

るが移殖片の中心部まで達 しない部分があ る.

新生表皮の表層に微細 なK・E・Gを 認め るが

その数 は一般に少い.毛 根鞘 も同様であつ て

増殖の傾向を示す毛根鞘上皮細胞にはK・E・

Gを 認めない.

Byt水　 再生表皮細胞 中に見 られたK・E・G

はほ とんどK・E・Lで あつて,毛 根鞘の もの

もほ とんどK・E・Lと 考え る.

VD)　 H・E染 色:移 植片 の上 半部は多形核

白血球お よび毛根鞘上皮細胞の変性に陥つた

ものが層をな して境界線を作 り,こ れに よつ

て残存す る移殖片を堺 している.残 存 する移

植片に少数 の毛嚢 を認め,毛 根鞘上皮細胞の

多 くの ものは核濃縮に傾 き,一 部では多形核

白血球 を伴つて変性 に陥 つてい る.母 地か ら

の表皮再生は軽度ない し中等度であ る.深 部

に線維 芽細胞 の増殖 が起つてい る.

V・G法:移 植片の中間層は多形核 白血球層

によつて境せ られ,そ れ より上部は フクシン

に強度の呈色を示 し,下 部では呈色が弱 く浮

腫が見 られ る.毛 球部上 皮細胞 の多 くは核濃

縮を起 し,そ の附近に出血お よび核破潰物 を

認め,極 く一部の ものが増殖 してい るに過 ぎ

ない.線 維 茅細胞の増殖 も一般に軽度である.

C・F・J法:表 皮の再生は極めて軽度で,そ

の中に0.5～2μ 大に達する多数 のK・E・Gを

認め る.毛 根 鞘上皮細胞核は微細 な呈色 を示

す ものが多 く,こ れ等は細胞の変性を意味 し,

周囲結合織中に多数 のK・E・Gの 増加が見 ら

れ るのは採取の像 と思われ る.

Byt水:K・E・Gの 多 くはほ とん どK・E・L

である.

移植後7日

NaCl)　 H・E染 色・ 母地か らの表皮再生は

移植片の中央部の出血部を除いてほ とんど移

植 片を被 う.移 植片の毛根鞘は深部において

一 部に中等度の再生を認め
,膠 原線維 は正常

に近似 し,線 維 芽細 胞の形成が少い.

V・G法:移 植片の表層に出血 と少量の壊死

物質を認め,中 間層の毛根鞘上皮細胞の一部

は核濃縮 に傾き,他 の一部はむしろ明 る く見
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え るが著明な増殖はほ とんど認め られない.

結合織は フクシンに中等度に染 り増殖 は軽度

であ る.

C・F・J法 移植片は再生表皮でほ とん ど被

われ,表 皮中に微細 な ものか ら1.5μ 大 に達

す る呈色の弱 いK・E・Gを 少数認め る・表 皮

下に出血 があつて線維細胞 中に0.5μ 大の呈

色 の強いK・E・Gを 少数ないし中等数に認 め

る.毛 根鞘上皮細胞核の無呈色の細胞質 中に

はK・E・Gは 少い.毛 球 部 上 皮細 胞 質 中に

0.5～1μ 大の,大 なる ものは球 形をなすK・

E・Gを 中等数に認め る.結 合織中のK・E・G

は母地組織 との境 界のいわゆる肉芽層附近 に

おいて増加 している.

Byt水:再 生表 皮中のK・E・Gの 約半数は

K・E・Lで あ る.母 地に近い線 維 細 胞 中に多

数 の0.5～1μ 大に達す るK・E・Lを 認 め,

毛根鞘お よび毛球部上皮細胞 には少い.

VA)　 H・E染 色:表 皮は2～3層 の厚 さを

示 しすでに移植片を被 う,母 地 との境界の表

皮は細胞層が厚 い部 分を示 し,こ れに よつて

母地 と区別ができ る.結 合織は母地に比べて

線維芽細胞が一般にぼんや りし,エ オジンに

等質性 に淡染する物質によつて満 され る部分

が多い.表 皮突起か ら毛球部にいたる間は部

分的 に線維 芽細胞の増加が認め られ る.毛 髮

の発生は著明に見 られ ない.

V・G法　 母地か ら表皮の新生が起 り薄いな

が ら移植片を被つてその上部に移植壊死物質

が分劃 され,移 植 片の中間層では線維 芽細胞

お よび毛根鞘上 皮細胞 の軽度の増殖 が起つて

いるが毛根 の形成は認められない.結 合織は

母地のそれ よ りフ クシンによる呈色がや ゝ弱

い.

C・F・J法　 表皮の再生はや 弱ゝ く,そ の部

に非常に呈色の弱 いK・E・Gを 極めて少数 に

認め る.移 植片の結 合織細胞の瀰 慢性紫色に

染 る部分に0.5～2μ 大にお よぶ多数 のK・E・G

を認め る.深 部の毛根鞘お よび毛球部上皮細

胞核は淡紫色に染 り細胞質 中に0.5～1μ 大の

K・E・Gを 認め る.

Byt水:再 生表皮細胞 中の顆粒の一部は呈

色を増強 し,結 合織中に存在す る顆粒の多 く

はK・E・Lで ある.深 層の毛根鞘上皮細胞中

に もK・E・Lが や ゝ増加 している.

VB1)　 H・E染 色:再 生表皮は中等度 の厚 さ

を示 しすでに移植片全表面を被 い,深 部に向

つて表皮突起が伸びている.毛 根鞘上皮細胞

は強 い増殖 を示 さず,結 合織に著変を認めな

い.

V・G法:厚 さがまちまちであ るが表皮はす

でに再生 し,表 皮下に円形細胞の軽度の浸潤

を認める.結 合織は比較的に赤色呈色が強 く

線維 芽細胞の増殖 を表皮直下に認める.毛 根

鞘上 皮細胞 の増殖 はほ とん ど見 られない.

C・F・J法:表 皮の再生は移植片の壊死物質

を境する如 く移植片の中央 に向つて伸びてい

る.再 生 表皮の基底層に1μ 大の時に中空を

示すK・E・Gを や ゝ多数 に認め,線 維細胞中

には多 くは中空状 をなす1μ 大のK・E・Gが

瀰慢性に中等数存在す る.毛 根鞘上皮細胞中

に0.5μ 大のK・E・Gを 少数認めるが この標

本では一般に毛嚢の存在は少い.

Byt水:結 合織中のK・E・Gの 一部は呈色を

減弱 するが他の部分では むしろ増強 している.

VB2)　 H・E染 色:新 生表皮は移植片全面を

被い細胞は深部に向つて表皮突起を形成 して

いる.毛 根鞘は空胞状に見えるものを入れて

一部は変性を示 し
,他 の一部は新生す る毛根

の ようである.深 部に集合 して見 られ る毛嚢

の毛根鞘上皮細胞は軽 度に増殖が起 り,表 皮

直下に線維芽細胞の増加が認められる.

V・G法:新 生 された表皮に よつて壊死物質

が境界 され,表 皮の陥没部に毛根鞘上皮細胞

の増殖が見 られ,表 皮に近 い結合織は線維芽

細胞の増殖が起 りフクシンに よる呈色をほ と

んど示 していない.中 間層の毛根鞘上皮細胞

はや ゝ核濃縮 に傾 き毛球部 においても同様で

ある. VB1の 場合 よりや ゝ良好である.

C・F・J法:移 植片は新生 した表皮細胞で被.

われその部 に呈色の弱 い顆 粒を少数に認める.

真皮結合織線維は太 くなつてK・E・Gが 非常

に少ない.毛 根鞘お よび毛球部鞘上皮細胞は

増殖を示 し細胞 中に呈色 の弱 いK・E・Gを 主
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として周辺部にお いて極めて少数 に認め る.

(全般的に顆粒は少数 である.)

Byt水:K・E・Lの 数 が非常に少ない.

VB6)　 H・E染 色:表 皮の再 生はVB2に

ひ としい.母 地 との境界部の移植片の毛根鞘

上皮は増殖を示 し附 近に血管お よび線維芽細

胞の増加を認め るが中央部では著明 な増殖を

認めない,稀 に球状を示す毛球部上皮細胞 の

増殖を見 る.

V・G法:新 生表皮は厚 さが薄 いが移植片上

面を被い上部に壊死に陥 つた移植表皮を分劃

してい る.母 地 との境界部附近に線維芽細胞

の著明な増殖 と毛根鞘上皮細胞の増殖を認め

る.移 植片中央部の表層にお いて線維細胞 の

増加を認め,深 部 の結合 織はむ しろ変性を示

してい る.

C・F・J法　 この標本中にわずかに認め る再

生表皮に多数の毛嚢が存在 し,毛 根鞘お よび

毛球部上皮細胞核は呈色 を示 し明らかに変性

が起つているが一部の ものは変性が見 られず

呈色を示 さないで僅 かにK・E・Gを 細胞質 中

に認める.線 維 細 胞 質 中にきわめて 微 細 な

K・E・Gを 多 くの場合に変性 した 毛 根 鞘お よ

び毛球部附近に少数認め る.

Byt水:再 生表皮細胞 中の顆粒 は 大部分

K・E・Lで あつてや ゝ増加が 見 られ る.一 部

の毛根鞘上皮細胞中にK・E・Lの 増加がある

がその他では増加を認めない.結 合織中にも

呈色 の増強を認めない.

VC)　 H・E染 色:毛 根鞘上皮細胞の著明な

増殖を認めない.膠 原線維はエオジンに弱 く

赤色呈色を示 しているが正常像に近似する.

母地に接 する部分に線維 芽細胞 の増殖 を認め,

その程度は一般 に弱い.(Fig. 6.参 照).

V・G法:母 地か ら表皮の新生が起 り移植片

を被 う,表 皮の厚 さはまちまちで表皮突起が

深部に伸びている.中 間層の毛根鞘上皮細胞

は増殖を示す ものが多 く,毛 嚢附近お よび新

生表皮直下 に線維芽細胞が比較的多 く増殖 し

てフグシンに中等度の呈色を示 し,血 管の新

生 も認め られ る.

C・F・J法:移 植片は新生 した厚 い表皮で被

われ,細 胞 中に0.5～1μ 大のK・E・Gを 少数

認め る.結 合織にK・E・Gは 一般に少 く所 々

にK・E・Lら しい ものを認め るに過 ぎない.

毛根鞘上皮細胞に もK・E・Lは 少い.

Byt水:顆 粒は全体的にや ゝ減少す る.

VD)　 H・E染 色:表 皮細胞は著明に再生 し

て移植片を被つているが深部の毛根鞘細胞は

著明な増殖 を認め られない.表 皮下に出血 と

線維 芽細胞の増殖 と少数 の多形核 白血球お よ

び淋 巴球の浸 潤を認め る.

V・G法・ 表皮の再生が起つている.毛 根鞘

上皮細胞の増殖は認め られない.線 維 芽細胞

の増殖が見 られ る.

C・F・J法:再 生表皮は所々厚 さを増 し,細

胞 中にK・E・Gを ほ とん ど認めない.表 皮に

接する結合織の所々に0.5～1μ 大のK・E・G

が群在す る傾向を示 してい る.毛 根鞘上皮細

胞 中の顆粒は著明 な増殖 を示 さないがそれ等

は不規則な ミエ リン形 または中空状のK・E・G

であ る.

Byt水:前 述 したK・E・Gの 多 くはK・E・L

で ある.

移植後14日

NaCl)　 H・E染 色:表 皮は厚 さを減 じ1～

2層 を示 してい る.中 間層の毛球部細胞 の増

殖を認め るが毛球部か ら表皮にいた る長 さは

一般に短い.表 皮直下に血管 の薪生 と線維芽

細胞の軽度の増殖 を認め る.

V・G法:表 皮は厚 さが薄 く1～2層 を示 し,

直下に黄染 する結合織線維 を認め,中 間層は

毛根鞘お よびその毛球部細胞の増殖が起 つて

いる.

C・F・J法・ 移植片は新生表皮で被われ表

皮細胞 中にめ極て呈色の弱いK・E・Gが 存在

す る.皮 下結合織 中に0.5～1μ 大のK・E・L,

と思われ るものを散在性に認める.中 央部に

存在す る毛根鞘上皮細胞 中に ミエ リ ン形 の

K・E・Gを 少数認め るが周辺部細胞 中に は ほ

とん どK・E・Gを 認めない.

Byt水:前 述した顆粒の多 くはK・E・Lで

あつた.

VA)　 H・E染 色:表 皮は2～3層 の厚 さ を
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示 し,表 皮直下の結合織は比較的鬆粗 に構成

されてその部に少数 の淋巴球お よびエ オジ ン

嗜好細胞 と多形核白血球の浸潤を認め線維 芽

細 胞な らびに毛根鞘細胞の軽度増殖 を見 る.

深部に変性 に陥つた毛根に異物 巨大細胞を認

め る.

V・G法:新 生表皮は2～3層 を示 し,表 皮

直下に黄染す る鬆粗な結合織成分 中に少数 の

浸潤細胞 を認め深部にゆ くに従つて フクシン

に よる呈色 を増強 してい る.毛 根鞘細胞の軽

度増殖 を認め る.

C・F・J法・ 再生表皮細胞 中にK・E・Gは 少

い.線 維細胞質 中に0.5～1μ 大 のK・E・Gを

きわめて少数認め る.毛 根鞘細胞 中にほ とん

ど顆粒を認めないが毛球部細胞に0.5～1μ 大

の呈色の弱いK・E・Gを 少数認め る.

Byt水:K・E・Gの 多 くは呈色を消失する.

VB1)　 H・E染 色:再 生 した表皮は2～3層

の厚 さを示 しかな り厚 くなつた部分で陥入 し

ているが毛根の著明な新生は見 られない.表

層附近の毛根鞘細胞はや ゝ増殖が起 り,表 皮

直下に線維 芽細胞 の増殖を認め,か な りの空

隙を もつて散漫であるが線維細胞化 した もの

が見 られ る.深 部 の変性に陥つた毛根お よび

毛球部細胞附近に異物巨大細胞 を認める.

V・G法:再 生表皮は2～4～5層 の ものが黄

色 を呈 し細胞核は腫大 し,表 皮の一部に嚢腫

様に見える部分があ る.表 皮直下に黄色に染

る幼若結合織成分を認め る.浸 潤細胞 の出現

は軽度であつて深部にゆ くに したがつてフク

シンに よる呈色を増強 している.毛 根鞘お よ

び毛球部細胞は軽度に増殖を起 してい るが不

規則 な配列をな し,附 近の結合織は鬆粗であ

る.表 皮の陥没部附近に神経線維を認める.

C・F・J注:移 植片は比較的薄 い表皮で被わ

れ角質層近 くに微細なK・E・Gを 少数認め る.

皮下結合織 中にはほ とんど顆粒を認めない.

表層に近 い毛根 鞘細胞 中に き わ め て少数の

K・E・Gを,深 部の 毛球部細胞 中に 呈色の弱

いK・E・Gを 少数認め る.

Byt水　 Byt水 分別に よるも表皮細胞 中の

顆粒はほ とん ど変化を示 さないか毛根 鞘細胞

中の ものは呈色を減弱す る.

VB2)　 H・E染 色:再 生表皮は2～3層 と5

～6層 の部分があつて部位に よつて厚 さを異

にす る.境 界部 の母地表皮は嚢腫様に深部に

増殖 を示 し,表 皮直下に線維芽細胞 を著明に

認め,一 部に淋 巴球お よび エオジン嗜好細胞

の浸潤を見 る.表 層部の毛根鞘細胞の軽度増

殖 を認め る.

V・G法:表 皮細胞は3～7～8層 にお よび,

か な り湾入を認め る.附 近の結合織は黄染 し

深部にゆ くに したがつ てフクシ ンに よる呈色

を増強 してい る.毛 根鞘お よび毛球部細胞の

著明な増殖は認め られず1～2層 また時に3～4

層に並ぶ毛球部細胞を認め る程度である.

C・F・J法:再 生表皮は多数に表皮突起を形

成 してい る.結 合織中の少数 のK・E・Gは 主

として増殖を示す毛根鞘附近に認め られ,毛

根鞘細胞 中に呈色の弱い微細なK・E・Gを 少

数 認め る.

Byt水:結 合織 中 の 一 部 顆 粒 を除 い て

K・E・Gは ほ とん ど消失す る.

VB6)　 H・E染 色:表 皮の角化が著明に起

つ てい る.表 皮直下になお線維芽細胞の増加

を認め,附 近の毛根鞘は 中等度に細胞増殖を

起 してい るが表皮に突入す る毛根の形成は ま

だ認め られない.

V・G法:表 皮細胞は多 くの場所 では2～3

層であるが 部分的に5～6層 を示 し,厚 い 部

分 の直下に新生す る線維細胞が黄染 して認め

られ る.表 皮の薄い部では毛根鞘細胞の中等

度増殖 を認める.

C・F・J法:表 皮細胞 中にK・E・Gを ほ とん

ど認めない.皮 下 結合織 中に0.5～1.5μ 大

の多 くの場合球状 中空形を示すK・E・Gを 瀰

漫性に少数認め,毛 根鞘お よび毛球部細胞中

に0.5μ 大のK・E・Gを 少数 認め る.

Byt水:表 皮細胞中にK・E・Lの 少数増加

を見 る.結 合織 中のK・E・Lは その半数ない

し大部分が消失す る.毛 根鞘お よび毛球部細

胞において も同様 であ るが一部に呈色を増強

してい る.

VC)　 H・E染 色:表 皮は3～4層 の厚 さを
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示 し,表 皮下に線維 芽細胞を中等数認めその

半数 は線維細胞に傾 く,毛 根 鞘細胞はすでに

細長い形を示 し垂直位 を とつている.

V・G法:表 皮細胞は4～6層 の厚 さに並び,

一部ではかな り深部 まで陥入 してい る.表 皮

直下に黄染す る新生線維細 胞お よび線維が認

められその部に少数 の円形細胞の浸潤が ある.

黄染す る結合織 と深部の赤色に染 る結合織境

界面の毛球部細胞 の増殖が見 られその周囲に

新 らしい鬆粗な線維細胞 の増殖が ある.

C・F・J法:表 皮の角質 層附近の細胞に極め

て少数 のK・E・Gを 認め る.皮 下結合織は瀰

漫性に淡染す るがK・E・Gは 少数 であ る.毛

根鞘 上皮細胞 中に極めて 呈色 の弱 いK・E・G

を少数認め る.

Byt水:大 部分の顆粒は呈色を減弱ないし

消失す る.

VD)　 H・E染 色:表 皮細胞は4～5層 に並

び一部の核に近 く空隙を有す る.表 皮下の結

合織は鬆粗であ る.毛 根鞘細 胞は著明な増殖

を認めないが群在す る毛球の鞘上皮細胞は増

殖が認め られ る.

V・G法:表 皮細胞はかな り厚 く7～8層 に

お よんでい る.表 皮直下に黄染す る新生結合

織像が見 られ深部では比較的 に多 く存在す る

毛根鞘お よび毛球部細胞が中等度増殖が起 り

毛根はや ゝ異型である.

C・F・J法・ 表皮細胞 中にほ とん どK・E・G

を認めない.表 皮に接す る毛根鞘細胞中にき

わめて少数のK・E・Gを 認め細 胞核は部位に

よつて強 く紫赤色に呈色す る.こ の部は変性

に陥つた もの と思われ る.深 部の毛球部細胞

は球状を呈し再生の傾向を示 し細胞質 中にき

わめて緻細なK・E・Gを 少数 認め る.

Byt水:毛 根鞘上 皮細胞核 の呈色は消失し

ないがその他の ものはほ とんど呈色を失 う.

移植後20日

NaCl)　 H・E染 色:表 皮は一般に薄 くその

下部にかな り深部 まで線維芽細胞の増殖 と少

数の淋巴球の浸潤を認める.毛 嚢が群在 し毛

球部細胞はや ゝ細長い形を示 し所 々非定形的

毛根鞘細胞の増殖を認め,配 列は不規則であ

る.

V・G法:再 生表皮は薄 く(2層 位)角 化が

起 り一部嚢腫様 に見え る.毛 根鞘細胞は中等

度 の増殖 を示 し表皮に対 して凡そ垂直位を と

る.

線維 芽細胞お よび線維細胞がや ゝ緻密に現

われて フクシンに よる呈色が弱い,線 維細胞

お よび線維芽細胞は表層附近に多 くフクシン

に弱 く呈色を示 してい る.円 形細胞はほ とん

ど消失 している.

C・F・J法:薄 い新生表皮の主 として表層部

の細胞中に0.3～0.5μ 大の微細なK・E・Gを

認め,結 合織 中に呈色の強い1μ 大のK・E・G

が散在性 に存在 し所 々線維芽細胞を多数に認

め る.深 部の結合織中にK・E・Gは 比較的少

い.毛 根鞘お よび毛球部細胞は呈色 を減弱す

るものが多数群在 し,こ れ等再生す る細胞中

に微細 なK・E・Gを きわめて少数認め る.

Byt水　 表皮細胞中の約半数の顆粒は呈色

を残留 し,結 合織 中に瀰 漫性に散在 していた

顆粒 と毛球部の顆粒はほ とんど呈色を消失す

る.

VA)　 H・E染 色:再 生表皮は2～3層 を示

し角化が起つてい る.陥 没部に毛根鞘細胞を

認め表皮下線維 芽細胞の増殖を見 る.

V・G法:表 皮は2～3層 に新生 され角化が

起つている.表 皮直下に線維芽細胞 の増加を

比較的著明に認めフクシンにはほ とん ど呈色

を示さない.毛 根鞘細胞は毛球部 において も

ほ とんど増殖 が見 られない.

C・F・J法:再 生 した表皮細胞中に呈色の弱

いK・E・Gを きわめて少数認め る.皮 下結合

織の膠原線維 は紫色に染 り線維細胞核に近 く

0.5μ 大のK・E・Gを 少数 認め,こ れ 等 顆 粒

は深部の細胞 中では非常に減少 している.毛

根鞘な らびに毛球部細胞中に呈色の弱い顆粒

を きわめて少数認める.

Byt水　 表皮細胞中に微細なK・E・Lを 少

数認め る.結 合織中のK・E・Lは 呈色を増強

し,顆 粒 の数 を増加す る.毛 根鞘細胞 中の顆

粒は軽度に呈色を増強す る.

VB1)　 H・E染 色:表 皮は薄 く所々陥没が
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あつてそれに一致 して毛根鞘細胞 の軽度増殖

を認め,毛 球部 附近に繊維細胞お よび線維芽

細胞 の増殖 と血管の新生を認め る.

V・G法:1～2層 の 新生表皮の所 々に陥没

部を認 め,そ の部にすでに毛根の突出 してい

るものがあ る.あ ま り深部 にお よんでないが

毛根鞘細胞はか な り増殖 し細胞核は一般 に核

染色質に乏 しい.毛 球部細胞は中等度増殖 を

示す.表 皮直下 で線維 芽細胞お よび線維細胞

の増殖を認め フクシンにはほ とん ど呈色を示

さない.NaClに 似 る.

C・F・J法　 再生表皮の一部は厚 さが きわめ

て薄 くほ とん どK・E・Gを 認めないが母地の

表皮細胞中 に は 微細 なK・E・Gを 少 数 認 め

る.結 合織 中にはほ とん どK・E・Sを 認めな

い.毛 根鞘お よび毛球部細胞中の境界鋭利な

K・E・Gを 中等数認め る.

Byt水:毛 根鞘お よび毛球部細胞中に見 ら

れ た稜 角性のK・E・Gは ほ とんど呈色を消失

す るが表皮突起 の部分に存在す る毛根鞘細胞

中にや ゝ軽度 にK・E・Lの 出現を見 る.

VB2)　 H・E染 色:表 皮は1～2層 の厚 さを

示 し表皮下に線維芽細胞が表皮に平行 して並

んで いるが太い膠原繊維は認められない.表

皮の陥没部 に比較的短い毛球部細胞の増殖が

あ り深部ではほ とんど増殖が認 められず きわ

めて深部 に変性 に傾 く毛球部細胞を認め る.

V・G法:1～3層 の表皮の再生を認め る.

表層の毛根鞘細胞 はか な り増殖が起 り少数 の

新生毛根 の形成を見 る.毛 球部細胞には著明

な増殖 を認めない.結 合織は増殖 して線維細

胞 とな り線維 芽細胞は少 く,や ゝ深部は母地

と移行 して境界を見分けがた い.

C・F・J法:再 生表皮は移植片中心部 では一

般 に薄い.呈 色 を示す毛根鞘細胞中に微細な

時に不定形のK・E・Gを,毛 球部細胞 中には

0.3～1μ 大のK・E・Gを 瀰 漫性に認め る.出

血 を起 した ところの 線維細胞中に0.5μ 大 の

K・E・Gを 散在性 に認め る.

Byt水:毛 根鞘お よび 毛 球 部 細 胞 中 の

K・E・Gは ほ とん ど消失する.出 血 中に見 ら

.れたK・E・Gも 大半消失を起 してい る.

VP6)　 H・E染 色:表 皮細胞層は2～3層 を

示 し直下の結合織中にか な り広い範囲に線維

芽細胞が散漫に増殖を示 し,こ れ等細胞の間

に も毛根鞘 のお よそ成 熟 した ものを認める.

V・G法:表 皮は2～3層 の増殖を示 し所々

真皮に向つて表皮突起 を形成 している.毛 根

鞘細胞は著明に増殖 し表皮に対 してや ゝ斜位

ない し垂直位を とつて毛球部 まで続 く像を認

め る.毛 球部細胞は中等度増殖 を示 し長楕円

形の細胞が4～5層 に並 んでいる.毛 球部間

に中等数 の線維芽細胞を認めその附近の結合

織は フクシンに呈色を示 し成熟結合織 とみな

され る.表 皮 直下お よび表層の毛嚢附近に線

維芽細胞 と少数の円形細胞を認 める.

C・F・J法:表 皮細胞中にほ とんどK・E・G

を認めない.深 部 の毛根鞘細胞 中に0.5～1μ

大のK・E・Gを 中等数認 めるが毛球部細胞中

にはほ とん ど顆粒を認 めない.結 合織 中にき

わめて少数のK・E・Gを 認 め,血 管内皮に添

つ てや ゝ多数 のK・E・Gを 認め る部分がある.

Byt水:顆 粒はほ とん ど呈色を消失する.

VC) H・E染 色:1～2層 の表皮細胞が並

び,そ の陥没部 に中等度の長 さを示す毛嚢の

群在を認める,毛 球部附近に増殖す る線維芽

細胞は一部結合織化 し膠原線維 の形成は弱い.

毛球部附近に新生血管を多数認め る.

V・G法:表 皮細胞は2層 位が連続 して所々

陥没 しその部 に毛根鞘細胞 の中等度増殖を認

める.毛 球部細胞 も中等度増殖を示し表層近

くに線維芽細胞の増殖が見 られ る.

C・F・J法　 表皮細胞 中に0.5μ 大の稜角性

のK・E・Gを 少数 認め,結 合織中にはほ とん

ど顆粒を認めないが新生された血管内皮に近

く0.5μ大のK・E・Gが 存在す る.毛 根鞘およ

び毛球 部 細 胞 中 に0.3～0.5μ 大 の 微細 な

K・E・Gを 少数 認め る.

Byt水　 表皮細胞中の一部顆粒は呈色を増

強 し,毛 根鞘お よび毛球部細胞中の顆粒はほ

とん ど消失する.

VD)　 H・E染 色:新 生表皮は1～2層 でそ

の下部にかな り広い範囲に線維芽細胞が表皮

に平行 して増殖 し,さ らに下部では成熟した
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結合織の間に毛根鞘細胞の増殖 が起 り表皮の

方に突入した ものは少 いが表皮直下の結合織

を押し上げ る像が見 られ る.成 熟結合織間に

比較的新 らしい線維 芽細胞 と組織球細胞を認

める(Fig. 7参 照).

V・G法:表 皮は再生 して2～3層 を示す.

表皮下に多数 の線維細胞を表皮に平行 して認

め,そ の中に円形細 胞の少数浸潤を見 る.こ

の部の結合織は所々乱雑 に配列 してい る.毛

根鞘お よび毛球部細胞は著明な増殖を示 して

いるが配列が不規則であ る.深 部結合織にか

な り多 くの線維芽細胞 と太 い膠原線維 を認め

る.

C・F・J法・ 表皮細胞 中に呈色 の弱 い0.5～

1μ 大の中空状,一 部は後角性 を示すK・E・G

を認める.毛 根鞘お よび毛球部細胞 中に0.5μ

大の顆粒を少数認め るがすでに呈色を失つて

い る.皮 下結合織 中に弱 い呈色を示すK・E・

Gを 少数認め る.

Byt水:表 皮細胞 中に存在す る一部の顆粒

を除いてほ とん ど呈色を消失す る.

移植後30日

NaCl)　 H・E染 色　 完全に移植片を被つた

新生表皮は著明に増殖 し深部に向つて表皮突

起を形成 してい る.そ の直下のや ゝ鬆粗 な結

合織に少数 の線維芽細胞を認め る.移 植片中

央部の表皮下に出血 と血管の充盈を見る.毛

根鞘細胞はかな り高度 の増殖を示 し,毛 球部

細胞はあ ま り増殖が認め られ ない.深 部にか

な り太い膠原線維が形成 されている.

V・G法:表 皮は3～4層 で角化が起 り表 皮

突起がか な り深部にのびて所 に よつては表皮

か ら離れて真皮中に埋没 された様 に見 える.

表皮直下に比較的散漫に線維芽細胞の増殖を

見 る.そ の附近の結合織はフクシンの呈色を

示 し成熟結合織 とみな され る.毛 根鞘細胞の

増殖はあ まり著明に見 られず,附 近に線維 芽

細胞 と少数の円形細胞 の浸潤 を認め る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に0.5～1μ 大の呈色

の弱い一部中空状の顆粒を少数 認める.母 地

に接す る附近 の一部毛根鞘細胞 中に中空状 の

K・E・Gを 少数,毛 球 部 細 胞 中に呈色の弱 い

0.5μ 大のK・E・Gを 少数認め る.線 維細胞質

中に不定形のK・E・Lを 認め る他にK・E・Sを

認めない.

Byt水:表 皮細胞の一部に見 られた顆粒お

よび間質に存在す る不定形 のK・E・Lを 除い

てK・E・Sは ほ とんど消失す る.

VA)　 H・E染 色:表 皮細胞は移植片全面を

被い2～3層 の厚 さを示すが中央部では表皮

の厚 さが薄 い.線 維芽細胞の増殖 は部位によ

つてかな り異 り表皮の薄い部分では芽細胞は

少 くて厚 い部分にかな り多 く見 られる.毛 球

部細胞は不規則で細長い形 は長軸の不同があ

り,そ れ等毛球部附近 の間質は鬆粗に上方に

のびて毛根鞘中間部では先 述の線維 細胞層を

押 し上げ るように見える.毛 球部附近は比較

的に血管が多い.

V・G法:表 皮は2～3層 の厚 さに再生 し,

表皮直下に線維 芽細胞の増加が認め られ る.

膠原線維は浮腫性 であ る.毛 根鞘はや ゝ集合

して存在 し,周 囲結合織は鬆粗である.毛 球

部 も集 合 性に不 規則 な 配 列 を 示 して い る

(NaClよ りや ゝ可良である).

C・F・J法:表 皮細胞 中に呈色の弱い微細な

ものか ら1μ大にお よぶK・E・Gを,結 合織 と

毛根鞘 お よび毛球部細胞 中に 微 細なK・E・G

を少数認め,間 質結合織 中にはほ とん ど顆粒

を認めない.

Byt水:表 皮細胞中に0.5μ 大の比 較 的 呈

色 の濃いK・E・Gを 少数認める.表 層に近い

一部 のものを除いて毛根鞘細胞中の顆粒はほ

とん ど呈色 を消失す る.

VB1)　 H・E染 色:表 皮細胞は1～2層 の大

体平均 した厚 さに並び表面に凹凸が認められ

る.標 本の一部に線維芽細胞がか な り著明に

増殖 しか ゝる部分は毛根鞘 ならびに毛球部が

認め られず その附近では毛細管 の充盈像 と出

血 を認め る.深 部の毛球部細胞は長楕円形 を

示 してい るが表層への増殖は著明でない.他

の場合 と同様に毛根鞘附近は間質が鬆粗で血

管に富む.

V・G法:表 皮は2層 の厚 さで表面に著 明に

凹凸を認め る.表 皮下に多数 の線維芽細胞を
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認め膠原線維形成は著明でな くフクシンに弱

く呈色を示す.毛 根鞘細胞は表皮に対 して大

体垂直位を とり深部では長楕円形に並ぶ毛球

部細胞が中等度殖 してい る.

C・F・J法 ・かな り集合性に存在す る毛球部

細胞核 に瀰漫性 に赤紫色 を呈す るものが見 ら

れ る.毛 根鞘細胞は一般に再生 の傾向を示 し

微細 なK・E・Gを 少数 ない し中等数認め,毛

球部では減少 してい る.結 合 織中にほ とん ど

顆粒を認めない.

Byt水:毛 根鞘細胞 中の顆粒の一部は明 ら

か に呈色を増強す るが その他の ものはほ とん

ど呈色を消失す る.

VB2)　 H・E染 色 ・新生表皮は1～2層 の厚

さを示 し角化が著明に起 り陥没部に一致 して

新生毛根 の突出を認め る.毛 根鞘細胞は多 く

の場合に1～2層 に並び著明な増殖 を見 られ

ないが大体正常構造 を示す.し か し正常の毛

根鞘に比べて内空の大 きさが種々 まち まちで

毛根を多数 に入れ るものを認め る.毛 球部細

胞は垂直位を とり細長い ものが増殖 してい る

が配列がや ゝ不規則であ る.移 植片の中心部

に毛細管の充盈 と軽度出血を認め る.表 皮下

に線維 芽細胞の増殖を見 る.本 例はVAお よ

びNaClよ り可良 と云 えよ う.

V・G法:表 皮は1～3層 でか な り多 くの陥

没部に毛根 の新生を見 る.毛 根鞘細胞は2～3

層に並びお よそ垂直位を と り所々集合 してい

る.毛 球部細胞は著明 な増殖が見 られ ない.

表 皮下に一部 出血 と線維 芽細胞の増加を認め

る.

C・F・J法:表 皮細胞中にきわめて呈色の弱

い稜角形 のK・E・Gが 存在す るほか顆粒を認

めない.結 合織中には部位に よつてかな り呈

色の弱 い不定 形のK・E・Gが 瀰 漫性に散在 し,

新生 された血管周囲に微細な顆粒を認める.

毛根鞘細胞において も微細な顆粒を少数認め

毛球部で さらに減少 してい る.

Byt水:表 皮細胞中に0.5～1μ 大の呈色 を

増強す るK・E・Lを,き わめて一部の結合織

と毛根鞘お よび毛球部細胞 中に も呈色を増強

す る顆粒を認める.

VP6)　 H・E染 色:新 生表皮はか な り薄 く

1～2層 を示 し角化 は著明に見 られず正常に近

似す る.毛 嚢は多数集合性 に存在 し,毛 根鞘

細胞は1～2層 に並び細胞核は比較的 明るい.

毛球部は横断 されたためか本標本 中にあまり

存在 しない.毛 嚢群の間に線維芽細胞の中等

度増加を認め る.

V・G法:1～2層 に並ぶ表皮は移植片全面を

被い多少の凹凸を示 してい る.正 常 よ りも多

数の毛嚢を認めるが毛球部は正常 に近い像を

示 している.表 皮直下 まで中等度 に膠原線維

の増殖 をみ とめるがフクシ ンには呈色が弱い.

C・F・J法:表 皮細胞 中に呈色の弱 いK・E・G

を少数認め,表 皮に近い部分の毛根鞘細胞中

に微細なK・E・Gが 深部に行 くに従つて減少

している.結 合織中にはきわめて微細 な顆粒

が散在 し大 なるものは認め られない.

Byt水:毛 根鞘細胞 中に0.5～1μ 大に達す

るK・E・Lの 増加を認めるが結合織には呈色

を増強す る顆粒は認め られない.(K・E・Lの

増加は新生 され るK・E・Sが 成熟 してLipoid

を含有す るため と思われ る).

VC)　 H・E染 色:表 皮は2～3層 で所々陥

没 し,表 皮下に瀰 漫性に増殖す る線維芽細胞

を認めか ゝる部 では膠原線維 の新生は明かで

な く,毛 細血管 の充盈を認める.毛 球部細胞

はかな り細長い形をなして表皮に向つて垂直

に増殖 を示 し,毛 根鞘細胞 は正常 のものに比

べ て核がや ゝ円形ないし楕円形に近い.毛 根

の新生を認め,表 皮直下の所 々において毛根

は異常形成を示 し,こ の部の毛根鞘細胞は横

位増殖 または変性を起 してい る.深 部に膠原

線維の形成が見 られ る(Fig. 8参 照).

V・G法:VB6に 似 る.毛 球部はVB6よ り

正常に近い像 を示 している.表 皮下に線維芽

細胞の増殖が起つているがや ゝ深部にゆ くと

正常の結合織構造 を認め る.

C・F・J法:表 皮細胞中に呈色 の弱 い0.5～

1μ 大のK・E・Gを 少数,表 皮下 結 合 織には

呈色 の弱 い微細 なK・E・Gを 散在性に,毛 根

鞘お よび毛球部細胞 中に0.5～1μ 大のK・E・

Gを 少数 ない し中等数認 める.
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Byt水:大 部分のK・E・Gは 呈色 を消失 し,

膠原線維 に瀰漫性 の呈色を認 めるのみであ る.

VD)　 H・E染 色:表 皮細胞は2層 位の厚 さ

を示 しその直下附近はや ゝ浮腫性 の線維や少

数の線維細胞 と組織球を認め る.毛 球部細胞

の多 くは楕円形を示 し表皮に向つて増殖が起

つてい るが表層 までに達せず所 々異常形成が

起つている.

V・G法:表 皮は1～2層 で表皮下にや ゝ不

規則 な線維芽細胞の配列を認 める.毛 根鞘細

胞は 中等度増殖 して核分裂を示 しているが垂

直 位 の増 殖 が 少 く,毛 根 は あ ま り健 全で ない.

C・F・J法:表 皮 細 胞 中に微 細 な ものか ら

0.5μ 大 に お よぶK・E・Gを 少数 認 め る.表 層

に近 い 毛根 鞘 細 胞 中 に0.3～2μ 大 に お よぶ

一部 中空状 のK・E・Gを 比 較的 多数 に認 め,

深部 に ゆ くに したが つ て減 少 してい る.

Byt水:表 皮細 胞 中に少数 のK・E・Lを 認

め,毛 根 鞘 お よび 毛球 部細 胞 中に0.5～1μ 大

のK・E・Lを 少数 認 め 毛球 部 附近 に 不定 形 の

K・E・Lの 増 加が あ る.

第8表　 NaCl組 織片を3時 間浮游せ しめて移植

第9表　 VA組 織片を3時 間浮游せ しめて移植
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第10表　 VA1組 織片を3時 間浮游せ しめて移植

第11表　 VB2組 織片を3時 間浮游せ しめて移植

第12表　 VB6組 織片を3時 間浮游せ しめて移植
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第13表　 VC組 織片を3時 間浮游せ しめて移植

第14表　 VD組 織片を3時 間浮游せ しめて移植
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移植後40日

NaCl)　 H・E染 色:表 皮は1～2層 で1層 位

の部分が多 く,所 々陥没 してその中心部 に角

化が起 り嚢腫様に見 える.そ の部か ら毛根鞘

が続いて毛球部に連絡 し,表 皮の一部は表皮

下 に離れて存在す る.出 血はほ とんど認 めら

れず,結 合織の像 も正常に近 似す る(Fig. 9

参照).

V・G法:表 皮は厚 さが薄 く,中 等度の角化

が起 り,所 々陥入 して嚢腫様に見える.結 合

織のフクシ ンに よる呈色は 中等度増強 し,線

維芽細胞はか な り線維細胞にかわ り,細 胞の

密度が正常 に似 る.毛 根鞘は毛球部にお いて

も正常像に近似す る.

C・F・J法:表 皮 細 胞の表 層にはほ とん ど

K・E・Gを 認めないが表皮突起の部分に0.5～

1μ大の比較的鋭利なK・E・Gを 少 数 認め る.

毛根鞘細胞中に きわめて呈色の弱 い不明瞭な

顆粒が少数存在 し,毛 球部では さらに減少 し

てい る.結 合織中に不定形のK・E・Gを 少数

認 める.

Byt水:毛 根が呈色を示す部分の毛根鞘細

胞中に少数 のK・E・Lを 認め,毛 球部 ではほ

とんど顆粒 を認めない.結 合織 中に0.5～1μ

大 の時に10μ にお よぶK・E・Lを 認める.

VA)　 H・E染 色:表 皮は1～2層 を示して

い る.毛 根の形成 はあ ま り可良 と云えない.

表皮直下にき.わめて小 さな充実性の毛球部 を

認 めその部に短 い毛根が形成 されている.比

較的深部 の毛球部お よび毛根鞘附近に線維 芽

細胞お よび線維細胞が多数 集合す る部分が あ

る.表 皮直下に異物巨大細胞を認め る.

V・G法:表 皮は薄 くな り角化が起つ てい る.

結合織は フクシンに よる呈色 を増強 し,表 皮

直下に遊走細胞が少数 残存 してい る.毛 根 鞘

は比較的正常像に似てい るが深部 まで達 して

いない.

C・F・J法:表 皮は非常に薄 く一般に顆粒を

認 めないが毛根 を含む表皮突起の部分に0.5

～1μ 大の一部 中空を示すK・E・Gを 認める.

結合織に呈色の弱 いK・E・Gが 彌漫性に少数

存在 し,毛 根 鞘細胞 中には顆粒を認 めないが

毛球部細 胞中に 呈 色 の弱 い0.3～0.5μ 大の

K・E・Gを 少数認め る.

Byt水:表 皮お よび毛根鞘細胞中に呈色を

示 す 顆 粒は ほ とん どない.間 質 に不 定形の

K・E・Lを 認め,時 に0.5～ り1μ大 にお よぶ球

状顆粒を有す る遊走細胞が存在 している.

VB1)　 H・E染 色:表 皮は1～2層 の厚 さで

VAの 所 見に似 る.

V・G法:表 皮は厚 さが薄 く,結 合織はフク

シンに よる呈色を高めてい るが線維芽細胞が

残存 して見 られ る.毛 根鞘細胞の垂直の長さ

が短 くて毛球部を著明に認め られない.

C・F・J法:新 生表皮の厚 さが薄 く細胞は瀰

漫性に薄紫に呈色 しているが ほ とん どK・E・

Gを 認めない.結 合織 も同様であ る.毛 根鞘

細胞中にきわめて微細 なK・E・Gを 稀に認め

るが呈色 を示す顆粒はほ とん どない.

Byt水:呈 色を示す顆粒を認めない.

VB2)　 H・E染 色 ・表皮細胞は1～2層 の厚

さを示 し下部に比較的鬆粗 な結合織を認める.

毛根鞘細胞は2～3層 に並ぶ ものが上部に連

続 し,細 胞核は比較的明 る く形が丸い,さ ら

に深部では不規則な配列をなす毛球部細胞を

認め,中 間層に存在す る毛根鞘は非定形的毛

根を入れ てい る.

V・G法:表 皮は1～2層 の厚 さを示 し表面

は凹凸がかな り著 しい.毛 嚢は毛球部から表

皮 まで長 く連続 して認め られるが毛根 の新生

のためか毛根 鞘細胞 の配列が乱れてや 散ゝ漫

な感 じに見え る.結 合織は フクシンに.よる呈

色 を増強 してい る.

C・F・J法:表 皮細胞 中にほ とん どK・E・G

を認めない.毛 根鞘お よび毛球部細胞 中に呈

色 の弱いK・E・Gを 極めて少数認め る.

Byt水:呈 色を示す顆粒 をほ とん ど認めな

い.

VB6)　 H・E染 色　 表皮お よび 毛 根鞘は

V・B2に 似 る.結 合織中に線維芽細胞をほ と

んど認めず正常像に近似す る.

V・G法:表 皮お よび結合織は大 体 正常 像

に近 く表皮の陥没部 から新生 した毛髮が突出

す るのが認められ る.
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C・F・J法:表 皮の 基底 層 に 呈色の弱 い不

明瞭なK・E・Gを,表 皮に接す る線維細胞質

中に微細な稀に0.5μ 大に達す るK・E・Gを

少数認め る.本 標本 中に毛嚢が多数存在 して

表皮に近い一部の毛根鞘細胞 中に0.5～1μ 大

の不明瞭なK・E・Gを 認め深部にゆ くに した

がつて減少 してい る.

Byt・水 ・呈色を示す顆粒をほ とんど認めな

い.

VO)　H・E染 色 ・表皮は2～3層 を示 し陥没

部にや ゝ不規則な毛根鞘細胞 の増殖を認め深

部 も同様である.標 本の連続不充分のために

毛嚢の連続が見 られない.時 に中間層で非定

形的または増殖を示す毛根鞘細胞を認め,か

か る不規則な部分では肉芽の形成が起つてい

る.や ゝ深部では群在す る比較的規則正 しい

毛球部において鞘上皮細胞の増殖を認める.

V・G法:表 皮は1～2層 を示す.結 合織は

VP6に 比べてフクシンに よる呈 色 が 弱 い.

膠原線維 はや ゝぼ んや りと認め られ少数の線

維芽細胞 らしい ものが見 られ る.表 皮 の陥没

部か ら毛髮が突 出しているが,毛 球部はや ゝ

浅い層に存在 し細胞増殖があ ま り見 られない.

C・F・J法:表 皮細 胞 中に0.5～1μ 大 の

K・E・Gを きわめて少数認め る.毛 根 鞘 お よ

び毛球部細胞中に0.5～1μ 大の呈 色の弱 い

K・E・Gが 少数 存在 し,結 合織中には顆粒を

認めない.

Byt水:毛 根鞘お よび毛球部細胞中の顆粒

の一部は呈色 を残留する.

植後55日

N aCl)　H・E染 色:表 皮 は2層 位 の厚 さで

所 々に陥没を認めその部か ら毛髮が突 出して

いる.表 皮直下は血管 に富み,さ らに深部の

毛球部細胞は表皮に向つ て中等度増殖 を示 し

ている.深 部結合織は正常に近似 す る.

V・G法　 表皮の厚 さは薄 く.毛 根 鞘は正常

構造を示し一部は結合織化 して毛根 の新生が

停正している.毛 球部附近の 結合織は鬆粗 な

間質を認める.フ クシンに よる呈色は増強 し

ている.

C・F・J法:表 皮お よび線維細胞質 中に きわ

めて呈色の弱 いK・E・Gを,毛 根鞘 ならびに

毛球部細胞 中に0.3～0.5μ 大の呈色の弱い

稜 角性 のK・E・Gを 少数認め る.

Byt水　 表皮お よび毛根鞘細胞 には呈色を

示す顆粒はほ とんど認め られない.間 質に不

定形のK・E・Lを 認め,時 に0.5～1μ 大に

お よぶ球状顆粒を有す る遊走細胞が存在す る.

VB1)　 H・E染 色　 表皮は部位に よつて厚 さ

を異に し1～2～5層 それ以上 の部分 も認めら

れ,表 皮細胞が増殖を示す部分の下層では線

維 芽細胞の形成 と毛細管 の充盈お よび出血お

認め少数 の細胞内にヘモジデ リンが見 られ る.

表皮が薄い部分 の下層の毛球部細胞は増殖 し

て上 方に達 し,毛 球部附近は比較的に血管に

富んでい る.

V・G法 ・表皮は3～4層 を示 し,表 面はか

な り凹凸がはげし く表皮下に 中等度線維芽細

胞を認 め,附 近に所 々神経が伸びて きてい る.

毛根鞘細胞は複雑であ るが 中等度増殖 し,毛

球部細胞 もや ゝ長形を示 してその数が多い.

結合織はなお膠原化が認められない.

C・F・J法:表 皮細胞中に0.5～1μ 大 の呈

色の弱いK・E・Gを 少数,毛 根鞘細胞 中に0.3

～0 .5μ 大 までの稜 角性の顆粒を少数 ない し

中等数認める.毛 球部細胞 中に微細な ものか

ら0.3μ 時に0.5μ 大にお よぶ稜角性 のK・

E・Gを 中等数認める.結 合 織 中に は ほ とん

ど顆粒を認めない.

Byt水:毛 根鞘細胞中の顆粒はほ とんど呈

色 を示 さない.間 質中に0.5～5μ 大にお よ

ぶ円形のK・E・Lを 認め,こ れ等は変性 した

毛根お よび毛根鞘細胞附近に形成 され るよ う

である.

VB2)　 H・F染 色 ・結合織はご く表層の鬆

粗な線維 細胞層を除 くとほ とんど正常に近似

している.表 皮は一般に薄い.軽 度に毛髮 の

新生を認め る.

V・G法:表 皮は厚 さを減 じ,直 下に少数 の

線維 芽細胞細 を認めフクシンに よる呈色が弱

い.毛 根鞘細胞は非定 形の像を示 し著明の増

殖 が見 られない.

C・F・J法:表 皮細胞中に0.5～1μ 大のK・
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E・Gを 少数,毛 根鞘細胞 中に0.5～3μ 大の

K・E・Gを 少数ない し中等数に,毛 球部細胞

の一部には0.5μ 大の境界鋭利なK・E・Gを

比較的多数 に認め る.結 合織にはほ とんど顆

粒 を認めない.

Byt水:呈 色を示す顆粒 をほ とんど認めな

いが毛球部の存在す る部分の下層にK・E・L

の数がや ゝ多い.

VP6)　 H・E染 色:1～2層 の比較的明 るい

細 胞か らな る表皮を認め,そ の表面は凹凸が

多 く陥没部に一致 して毛嚢が深部 まで認めら

れ る.毛 球部細胞は細長い形を示 し表皮に対

して 垂直に近い配列をな してい る.深 部結合

織 は正常像 に近いが表層では血管の充盈 と軽

度の出血お よび円形細胞 の浸潤 を認め る.毛

根は非定 形的 であ る.

V・G法:表 皮上面は凹凸が激 しく,毛 球部

細 胞は縦 に長い像 を示すが一部に横位増殖 を

見 る.深 部か ら毛根の形成が起つているが一

部ではなお異常形成が多 くて瀰慢性 に広 く黄

染 す る嚢腫様 のものを認める.

C・F・J法:表 皮細胞 中に0.3μ 大 の呈色

の弱い時に半円形のK・E・Gを 少数認め る.

結合織 中に0.5μ 大のK・E・Gが 細胞に とら

れ てい るのを稀に認め る他にほ とん ど顆粒は

見 られない.毛 根鞘細胞中に0.5～2μ 大の

K・E・Lら しい ものを少数認める.

Byt水:呈 色を増強す る顆粒はほ とんど認

め られ ない.

VC)　 H・E染 色:表 皮は一般に薄 く1～2層

の厚 さを示 し所々にか な り深部 まで角化が進

行 してい る.集 合性に 存在す る毛嚢には中心

に毛根を入れて大体正常構造に似 るが一部の

ものは非定形的であ る.表 皮直下は線維組織

の形成が悪 るい(Fig. 10.参 照).

V・G法:表 皮は厚 さを減 じて1層 位にな り,

直下に線維 芽細胞を認め所々は フクシ ンに濃

染 す る成熟膠原線維 を認め るが一般に呈色が

淡い.毛 嚢 は集合 して存在 し毛球部細胞の軽

度増殖 を認め る.

C・F・J法:表 皮細胞 中に0.3～0.5μ 大の

K・E・Gを 少数認める.結 合 織 は瀰慢性に薄

紫色に呈色を示すがK・E・Sは ほ とんど見 ら

れ ない.毛 根鞘細胞 中に微細 なもの か ら0.5

μ 大にお よぶ稜角性 の顆粒 を少数認め る.

Byt水　 顆粒はほ とん ど呈色を消失 して瀰

慢性 の呈色を残留す るの み で あ る.(第8表

～第14表 参照)

第3章　 他家移植試験

口径4～5mmのTrepanを 用 い, 2.05kgと

2.0kgの 白色家兎の背部皮膚に40ケ 所穿孔 し

て得た有毛皮膚柱 を交叉性 に移植 し,移 植後

2日, 4日, 6日, 8日, 10日, 12日, 14日,

 16日, 20日, 24日, 30日 の11回 にわたつて該

部 の皮膚を切除 して,ヘ マ トキシ リン ・エオ

ジン重染色 とFeulgenの デ ソキシ リボ ヌ ク

レイン酸染色法を用い組織学的に検査,特 に

細胞核 の変性 を追求 した.

1.　成 績

移植後2日

H・E染 色:移 植片 の毛根鞘止皮細胞は著し

く萎縮 して核濃縮 に陥ちい り核染色質融解を

起 してい る.周 囲には少数 の多形核白血球の

浸潤を認め,結 合織は 多数 の多形核白血球の

浸潤があ り,母 地皮膚 とや ゝ明瞭に堺せられ

る.白 血球の浸潤はか な り強 く核 の崩潰を認

め,そ の部の結合織線維 は硝子様に腫大 し,

核の染色 も不同になつてい る.

F反 応:移 植片の毛根鞘上皮細胞は核濃縮

に陥つてい るが,な お瀰慢性 にF反 応を陽性

に認め る.

移植後4日

H・E染 色:表 皮の一部に小 さな潰瘍を認め,

そこに単核球お よび多形 白核血球が浸潤 して

いる.顆 粒層を認め るが毛根 は認められない.

F反 応:周 辺母地か ら表皮 の新生が起 り,

それ よ り上方に主 として淋 巴球,多 形核 白血

球お よび その破潰物か ららな壊死層がわずか

に丘状に見 られ る.毛 根鞘はみ とめられない.

移植後6日

H・E染 色:表 皮にかな りひ どい潰瘍を生

じ.潰 瘍の基底に多数 の多形核 白血球.単 核球

な らびに淋 巴球 の浸潤す る肉芽組織を認める.
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炎症はかな り深部に達す る.毛 髮は認めない.

移植後8日

H・E染 色:移 植部の表皮に潰瘍を認め,そ

の表面に茸状に移植片が附着 してい る.移 植

片の中には多数 の毛髮 を認め,毛 根鞘上皮細

胞もや ゝ明瞭に残つてい るが核濃縮 がいちぢ

るし く,毛 根を囲んで多数の多形核白血球が

密に侵入 し,そ の核は多 くは崩潰 におちいつ

てい る.移 植片の結合織はや 瀰ゝ慢性にエオ

ジンに染 ま り,硝 子様線維がかな り多数 に認

められ核は染色が可良であ る.

F反 応:毛 根鞘上皮細胞は核濃縮に陥 るが

多 くのものは明瞭にF反 応を呈す.

移植後10日

第15表　 他 家 移 植 試験 に お け るFeulgen反 応

(註)　4日 後,周 辺母地から表皮の新生が起り,

ために10日以後に至つて(+)と 変る.

H・E染 色:移 植部の潰瘍表面は繊細 な表皮

細胞層でほ とんど完全に被 われ,移 植片はわ

ずかに白血球に とむ壊疽性 の繊細な小片 とし

てその上に附着 してい るに過 ぎない.表 皮で

被われた顆粒層の部分になおかな り著 しい炎

症を認め,多 数の多形核 白血球 と少数の単核

球の浸潤を認め る.

F反 応:移 植表皮上面にわずかに附着 した

毛嚢には も早やF反 応陽性 の毛根鞘上皮細胞

核を認め ない.

移植後12日

H・F染 色:移 植片は半円形 をなして周囲の

母地組織 とか な り完全に融合 し,そ の境界部

には中等数 の淋 巴球,単 核球お よび少数のプ

ラスマ細胞が存在す る.血 管の新生 も認め ら

れ る.境 界部に一致 して散在性 の毛髮 を認め,

それを中心に異物巨 大細胞 を形成 している.

移植片に属す る内に も毛嚢 を認め毛根は存 し

ないが,毛 根鞘上皮は健 康な核をそなえてい

る.移 植片の結合織線維 の一部はや ゝ硝子様

に認 められ るが一般に 正常像 に近 く,所 々線

維芽細胞の増殖,単 核球,お よび淋巴球が少

数浸潤 してい る.表 面は表皮で完全に被われ,

かな りいち ゞるし く肥厚 し,乳 頭層に軽度の

出血な らびに円形細胞の浸潤を認め る.移 植

片に接す る母地の結合織に も線維細胞 ならび

に円形細胞の浸潤を見る.

F反 応:表 皮細胞核は 一般に大き く,や ゝ

淡染 しているが核内構造を明瞭に認め る.線

維細胞核 も多少大形の ものが多いが呈色 は大

体正常である.

移植後14日

H・E染 色:移 植片の大部分は壊死におちい

り痂皮を作 り,そ の中央一部が生存 した組織

に連絡 してい る.移 植片の一部 は表皮で被わ

れ母地の組織 とかな り密接に融合す るがその

境界は明瞭で,組 織間隙あるいは血管を認め,

や ゝ多数の淋巴球,単 核球,少 数のエオジ ン

嗜好細胞の浸潤があ り,変 性 に陥つた毛根が

散在性 に認め られ る.結 合織の中央部は痂皮

状組織 と連 絡 して硝子様変性を起 し,多 形核

白血球の浸潤を伴つている.そ の他の部分の

結合織はかな り正常像を呈 し,た ゞ辺縁部で

は線維細胞の増殖 と前記 白血球の浸潤が認め

られ る.移 植片を被つ ている表皮はかな り著

し く肥厚 し,各 層の細胞核は腫大 している.

F反 応:移 植片を被つた表皮の細胞核は腫

大 してい るために正常 よりは淡染 するが核 内

構造は明瞭に認められる.時 に核内に空胞 を

現わ している.結 合織におけ る細胞核 も一部

は腫大 して淡染す るが,構 内構造は明瞭で特

別な変性を認めない.痂 皮状をなした組織内

には核の崩潰が著 しく多数の角張つた核崩潰

物質 で満た されている.

移植後16日
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H・E染 色:移 植片は新生表皮で全 く被われ

表面に多数 の多形核 白血球 と壊死に陥つた小

さい組織が附着 してい る.し か し移植母地に

おいて移植片 と思われ るものは認め られ ない.

増殖 した表皮は不規則に肥厚 して,基 底層は

特 に厚 くな り数層に重なつ て一部ではいち ゞ

るしい乳頭を形成 してい る.穿 孔部の周辺に

おいては毛嚢を認め るが穿孔内には これを認

めえない.所 々血管周囲に円形細胞の浸潤 と

大喰細胞にヘモジデ リンが附着 してい る.

F反 応:新 生表皮面に附着 している壊 死に

陥つた移植片には多数 の多形核 白血球の浸潤

があ り,ま たそれ等の細胞核にいち ゞるしい

変性が起 り核の崩潰物質が多数に認 められ る.

再生 した表皮細胞核は前記の如 く腫大 してい

るが,内 部構造はかな り明瞭であ る.線 維細

胞核におけ る反応は正常所見を呈 している.

移植後20日

H・E染 色:穿 孔部の表面は完全に表皮の再

生に よつて被われているが表皮の角化尤進を

認む顆粒層の細胞は浮腫状で表皮 と真皮の間

に間隙を生 し滲出液を入れている.深 部の結

合 織 も瘢痕化 して多数の線維芽細胞,線 維細

胞 の増殖が認め られ表皮に平行 に走つ てい る.

これ等 の組織内には毛髮の再生を認めない.

F反 応:穿 孔部を被 う表皮層の細胞群はや

は り腫大 して淡染 し,一 部は核内構造がや ゝ

不明瞭である.瘢 痕組織になつた移植母地の

結合織では線維芽細胞が増殖 してい る.多 少

呈色 は薄いが特別な核の変性 は認め られない.

毛髮,毛 根を認め得ない.

移植後24日

H・E染 色:穿 孔部は陥没 して瘢痕を形成

し表 面は再生 した表皮に よつ て被われ るが本

例では再生表皮 の肥厚が著 じる し くない.陥

没部の表皮か ら太い突起が 出ておそら く移植

片 に該す ると認め られ る乳頭状組織を取囲ん

でいる.穿 孔部の周囲には漏斗状に結合織が

硝子化 し,少 数の単核球 の浸潤 を認め る.周

辺を被 う母地組織の毛根外鞘細胞は軽度に増

殖 し毛孔は拡大 して一部嚢腫状に認め られ る

ところがあ るが,毛 根鞘上皮細胞の増殖 があ

つて,上 皮層のいち じるしい肥厚 を示す もの

があ る.

F反 応:穿 孔部 を被 う表皮 の細胞核は淡染

腫大 し核内構造はや ゝ不明瞭 であ る.瘢 痕化

して見え る結合織には核濃縮におちいつた線

維芽細 胞が散在 してい る他に特記すべ き所見

を認めない.

移植後30日

H・E染 色:移 植片は全 く壊死脱落 してそ

のあ とには結合織に とむ瘢痕組織で補填せ ら

れている.毛 根を認めない.

F反 応:移 植片が脱離 した部分を補填せ る

結合織はF反 応に淡染を示す.極 めて軽度に

表皮の増殖 を認め細胞核はや ゝ淡染 している.

(第15表,参 照.)

第4章　 総括な らびに考按

1.　 自家移植試験

生毛移植において移 植 片 を 浮 游 せ しめる

NaClに6種 のVitamin(A, B1, B2, B6, C, D)

を各別に加え,対 照はNaClの み としてVita

minは 加えない,こ れ等7種 の 液 中に,家

兎の皮膚 よ り得た有毛皮膚 柱 を 一定 の時 間

(1時 間, 3時 間)浮 游せ しめた後に自家移

植に移 し,一 定 の時期(2日, 4日, 7日,

 14日, 20日, 30日, 40日, 55日 後)に 該部の

皮膚を切除 して,ヘ マ トキシ リン ・エオジン

重染色亀Van Gieson法 の他,特 に浜崎氏1)

のクシン沃度法を行つたのでその所見を総括

してのべ る.

A)　 移植片採取後,各 液 中に1時 間浮游せ

しめて移 植 し た(以 下略, a移 植試験)に お

け るヘマ トキシ リン ・エ オジ ン染 色 お よび

Van Giesonに おけ る所見.

移植後2日,移 植片の表皮上層部は脱離し,

その下に残存す る表皮細胞は核濃縮 あるいは

浮腫に傾き,少 数の円形細胞 と多形核白血球

の浸潤を認 め,こ の浸潤細胞は表皮に接す る

真皮において も同様に見 られ る.結 合織は フ

クシンに中等度の呈色 を示す.毛 根鞘細胞は

や ゝ浮腫に傾 くが一部 では核濃縮を起 してい

る.浸 潤細胞は毛嚢 に集 る傾向を示 し,深 部
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にゆ くにしたがつてその数を減少 している.

移植後4日,移 植片の表皮細胞はほ とんど

認められず,円 形細胞お よび線維素,脱 離細

胞か らなる崩潰物質が表 面に附着 し,そ の下

に母地から表皮の増殖 侵入す るを認める. VC

およびVB6で は他の場合 よ りも表 皮の再生

が可良である.結 合織は浮腫に傾 き,表 層附

近 と毛嚢周囲および母地 との境界部に中等度

の多形核白血球 と少数の単核球 と淋 巴球の浸

潤があ り,幼 若結合織の増加 と血管の新生を

認め る.深 部の毛根 鞘細胞は核濃縮を示す も

のが存在す るが, VCで はすでに増 殖が起つ

ている.結 合織は フクシンに中等 度の呈色を

示し,一 部変性に陥 る ものが深紅色に染つて

い る.移 植後7日,移 植片表層は浸潤細胞 と

呈色を消失した毛根の他に,フ クシンに淡染

す る細胞の崩潰物質が認め られ,こ れ等は母

地か ら侵入す る新生表皮に よつて堺 されん と

し,表 皮直下の結合織に軽度の出血 を認める.

深部では線維細胞 と血管の新生が著明に見ら

れる.膠 原線維は フクシンに中等度 ない し弱

く呈色する.毛 根鞘細胞は深部において著明

な増殖を示 し, VC, VB6で は増殖 は表層に

存在す る毛根鞘細胞に まで認め られ, VB2に

おいても可良な成績を示 し, VDで は細胞の

増殖 の程度は最 も劣つてい る.移 植後14日,

表皮は著明に増殖 し,表 皮直下に なお少数の

円形細胞の浸潤 を認め る.結 合織は幼若細胞

に富み,こ れ等細胞は毛嚢附近に集合す る傾

向があ り,そ の間に少数の淋 巴球の浸潤を見

る.乳 頭部に比較的細 い血管の新生があ り,

毛球部附近では血管は一般に拡張 してい る.

移植片は母地 と密に癒合 して境 界は不明瞭 で

あるが幼若結合織細胞 の多いことで区 別され

る.線 維成分が増加 して フクシンによる呈色

を高める.毛 根鞘細胞は中間層か ら深層にお

いて中等度の増殖 を示 し,深 部では死滅 した

毛根を取巻いて異物巨大細胞が見 られ る.移

植後20日,表 皮は正常 よ りも厚 さが厚 く表面

に凹凸が現われる.表 皮直下は線維 細胞 が表

皮に平行して緻密に並び,そ れ よ り深部は フ

クシンによる呈色を増強 してい る.毛 根鞘細

胞はす でに垂直位を とつて縦えの増殖 を示 し,

表層部において も増殖 している.移 植後30日,

移植片 と母地結合織は完全に融 して両者の境

を認めがたい,す でに浸潤細胞を認めないが

毛根は配列が幾分乱れて見える.(乳 頭部に

一部少数の円形細胞が存在す る.)結 合 織 は

フクシ ンに よる呈色を更に高め る,表 皮の凹

凸は移植後20日 よ り著明 とな り,陥 没部か ら

毛髮が突 出し, VCお よびVB6で は 正 常像

に近似する毛根鞘を中等数認め る.移 植後40

日,移 植片 と母地結合織は全 く区別が不可能

であ るが移植片では毛根鞘細胞の一部が肥大

増殖 している ものがあ り,表 皮直下に血管腔

の拡大 した部分がある.移 植後55日,表 皮は

厚 さを減 じ,表 皮突起が発達 して全 く正常像

を示す.表 皮直下に円形細胞の浸潤を軽度に

認め,膠 原線維は フクシンに よる呈色 をいち

じるし く高め,呈 色は母地 と全 く等 しい.毛

根鞘は正常像に近似 して中央に毛根を入れて

い るが稀に一部に核破潰があつて変性を示す

ものを認める.す なわち表皮の再生は4日 後

には じま り14日 ない し20日 頃,正 常 よ りも

厚 さを増 し, 40日 ないし50日 頃に厚 さを減

じて正常構造を示す.毛 根鞘細胞が再生構造

を整 えるのは20日 頃であつて, VCお よ び

VB6に おいては30日 ないし40日 後 にほ と

す ど正常 像を示 し,そ の他の例 において も55

日に至ると正常構造を示す.結 合織は30日 頃

母地 と完全に融 合して両者 の境界は認め られ

ない.

B)　移植片採取後,各 液中に3時 間浮游せ し

めて移植 した以下略, (b移 植試験)場 合に移

植組織の 示す経過はa移 植試験の場 合よ りも

浸潤細胞 が多数にかつ広範にわたつて現われ,

表 層部で壊死脱落す る部分はa移 植試験の場

合よ りも広範であ る.表 皮の新生速度はa移

植試験 よりや ゝ劣るが,毛 根 鞘におけ る両移

植 試験 の結 果は著明な差が認められ,本 試験

では毛根 硝細胞 の増殖は一般に14日 後には じ

まる.か くして毛根鞘細胞が再生の機能を整

え るのは40日 後であつて, VC, VB6に おけ

る毛根 鞘がその頃 ようや く正常 像に近似 する.
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その他 の例 で は55日 頃 もなお非 定 形 的 毛根 鞘

を認 め,こ の 成績 はa移 植 試験 の場 合 よ り10

数 日遅 れ て い る.結 合 織 に あつ て も全 様 で,

フ ク シ ンに よ る呈色 が 正 常 に近 似 し,周 辺 母

地 と所 見が 等 し くな るの は40日 頃 で あ るか ら

a移 植試 験 よ りも約2週 日遅 れ て い る.

以 上, aな らび にb移 植 試験 の成 績 にお い

て浸潤 細 胞 が 少数 に と ゞま り,組 織細 胞 の変

性 の程 度 が 軽 度 であ つ て再 生 が優 れ た成 績 を

示 して経 過 したの はVCお よびVB6で あつ

てVB2の 成 績 は そ れ に 次 ぎ, NaCl, VA,

 VB1,は 等 し くて,こ れ等 は 前 者 に や ゝ劣 り,

VDの 成 績 が 最 も劣 つ て いた.こ の こ とは本

論 文 の第2編 と第3編 で述 べた 成 績 と一 致 し

て い る. VDの か ゝる成 績 は, Vitamin Dそ

の もの に よつ て起 るの で な く, Vitamin D液

製 剤の溶 媒 に用 いた 精製 胡麻 油 に よつ て起 つ

た局 所 の皮 膚 炎 のた め と考 え る.こ れは 移 植

片 に よつ て成 績 の差 が 見 られ る ところか ら容

易 に 理解 でめ よ う,す なわ ち第2編 にお い て

述 べ た ご と く,シ ャ ー レの液 中に 移植 片 を液

游 せ しめ る時間 に お い て移 植片 の 各 々が,液

面 上 に浮 ぶVitamia D油 滴 に 多 く接 触 した

か 否か に よつ てか か る結 果を得 た 事実 を 示 し

て い る.

C)　 前 述 と同 時 に移 植 該部 よ り得 た 皮膚 片

を 浜崎 氏1)Cr合 剤固 定 を行 つ て型 の如 く 「石

炭 酸 フ ク シ ン沃度 法」(略, C・F・J法)を 行 つ

た.移 植 され た皮 膚 の 一部 が次 第 に壊 死 に 陥

るこ とは ヘ マ トキシ リン ・エ オジ ン染 色 お よ

びVan Gieson法 で示 され た所 見 と 一致 して

い る. Cr固 定 後C・F・J法 を行 つ 場 合に は

上記 壊 死 組 織 中 に多数 のKetoenolgranula(以

下略K・E・G)お よびKctoenollipoid(略K・

E・L)が 現 れ る.こ の現 実 が 変性 また は壊 死

に陥 つ た 細 胞か ら生 じて い る こ とは 三 船1),

永 野5),三 井8)の 論 文 よ り明か な こ とであ る.

したが つ てK・E・Gな い しK・E・Lの 所 見か

ら,移 植 皮膚 片 の 変性 な い し壊死 の状 態 を明

か に す る こ とが で き る.こ の よ うな観 点か ら

み る とa移 植 試験 では 移 植片 表層部 のDemar

kationは4日 か ら7日 の間 に行 わ れ る ものの

よ うであ る.こ の さいK・E・Lの 最 も多いの

は移植片が壊死脱落す る部 と残留す る部にお

け る境界面 においてで ある.こ れは この部に

游走細胞 の浸潤がお こ り,後 にその游走細胞

核が変性 壊 死 に 陥 つ て 高 分 子 デ ソ キ シ リ

ボ核酸(略 称D・N・A)か ら底 分 子D・N・A

(K・L・G)が 生ず るためであ る.壊 死層に接

した 結 合 織 中には多数のK・E・Lが 認 め ら

れ,こ れ等は多 くは線維芽細胞 および線維細

胞 中に認 め られ る.上 記 のK・E・Lは 比較

的 表 い期 間 に 認 め られ るが30日 頃 になる

と著明に減少す る.こ れ等K・E・Lが 比較的

幼若な結合織 中に認め られ るこ とは,深 部結

合織お よび移植片 よ り離れた母地組織中にほ

とんど認め られないこ とか らも容易に了解で

きることであ る.残 留す る毛根鞘細胞核が一

部瀰漫性に赤色呈色を示すのはおそら く核の

ケ トエノール変性であろ う.母 組織 よ り新生

され る表皮細胞には初期4日 か ら14日 頃 まで

は微細 な ものか ら3μ 大のK・E・Gを 有 し,

一部 中空状 の ミエ リン型をなし
,か な りのも

のがByt水 分別に抵抗を有す るK・E・Lで あ

るが,後 にByt水 に対 して抵抗 を失い真性の

K・E・Gと なつてゆ く.こ の ことは胎 生 期細

胞のK・E・Gが 一般にByt水 分別に抵抗を有

し,分 化す るに したがつてByt水 に抵抗を減

じて真性 のK・E・Gに 移行す ることとよく似

ている.表 皮組織 の代謝がおちつ くのは30日

か ら40日 頃であろ う.毛 根鞘細胞な らびに毛

球部細胞 では先にのべた よ うに一部 のものは

核の瀰漫性赤色呈色 を示 してケ トエノール変

性を起 して消失の運命にあ り,他 の一部の も

のは逆に比較的均整で規則 正 しい配列を示す

K・E・Gを 有 し,再 生 に傾いて いるもの と考

え られ る.し か し残存す る毛根鞘細胞が正常

の構造を整えて くるのは20日 以後の ように思

われ る.な ん となれば毛根 鞘 細 胞のK・E・G

は初期の部分的 の増殖 の多い時はByt水 に抵

抗を示 し,後 に次第にByt水 分別に よつてほ

とんど消失す る程度のK・E・Gと なつて真生

のK・E・Gの 性質 を示 しているか らである.

上述 した細胞 変性 の過 程か らみ るとV・Cお



生 毛 移 植 に 関 す る 研 究　 2051

よびVB6の 成績 が優れて よ く, VB2は それ

に次いで可良であつて, NaCl, VA, VB1の

所見は等 し く, VDで は変性に陥 る細胞が多

く,毛 根 鞘細 胞の再生が最 も遅れ,そ の成績

ほヘマ トキシ リン ・エ オジン染色お よびVan

 Gieson法 で示 された もの と同 様であつた. b

移植試験では上述の経過は,ヘ マ トキシ リン

・エオジン染色お よびVan Giesonで 述べた

ごとく,移 植片 の表層は広範囲に壊死脱落 し,

脱落す る部 と残留す る部の境界面にa移 植試

験の場合 よりも高度 に浸潤細胞が広 範にわた

つて現われ,そ の中にK・E・Lが 多数に見 ら

れ,30日 後 もなおByt水 に よる抵抗を 示す.

毛植鞘細胞が正常構造 を整え るのはa移 植試

験の場合 よ りも2週 日以上遅 れる. VA, VDで

は家兎の斃死にあつて最後 まで観察 をなし得

なかつたが,そ の経過か ら容易に推察す るこ

とがでぎ, b移 植植試験の成績を綜合検討す

るとき, a移 植試験 の経過成績 と同様 のこと

が一層明かに知 ることができた.す なわ ちb

移植試験にあつ てもVC, VB6に おけ る例が

最も成績良好であ り, VB2は ついで可良であ

つた. NaCl, VA, VB1前 者にや ゝ劣 り, VD

では最 も成績が劣つていた と云え る.

これの結果か ら,生 毛移植に さい し,有 毛

移植片を浮游せ しめ るNaClにVitamin C,

 Vitamin B6, Vitamin B2を 加 えることに よ

つて移植成績を良好ならしめ得 ることが示唆

でぎよう, Vitamin C, B6, B2が 細胞にお よ

ぼす影響は第2編 において論 じたか ら本編 で

は省略して結論のみを述べ る.す なわち著者

の実験に よ り,有 毛 移 植 片を浮 游せ しめる

NaClにVitamin C, B6, B2を 加 える こ と

は生毛移植術の成績 を従来 よりも一層良好 な

らしめることが新 らしく実験証明 された.な

お移植片採取後(移 植皮膚弁の処理)は 可及

的に短時間で もつて移植に移すべ きである.

このことはa移 植試験 とb移 植試験において

示された組織細胞の変性 ないし壊死,再 生の

過程を比較 した成績か ら容易に知れ よ う.

2.　他家移植試験

1回 であるが2匹 の白色家兎の背部皮膚に

交叉性に生毛移植を行つた.そ の結果は両家

兎 とも凡 て不成功に終つた.組 織の染色はヘ

マ トキシ リン ・エ オジン染色の他にFeulgen

反応(略F反 応)を 行つて,特 に 細 胞 核の

変性を明かに追求せん とした.全 く健康な細

胞核内には核蛋 白体 のみ存在 して核酸お よび

プ リン塩基が游離 して存在す ることはない.

核に変性が起 ると核蛋 白の一部が分解す るの

でF反 応は減弱す る.す なわちF反 応は核蛋

白ない しは重合D・N・A中 に含 まれ るD・N・A

のみが反応す るので游離 のD・N・Aは 反応に

与 り得ない.た めにE反 応の減弱は細胞核の

変性 を示 し,全 く壊死に陥 るとF反 応は陰性

に現われ る.こ の観点か ら所見を述べ ると他

家移植では 自家移植の場合に比べて浸潤細胞

は多数にかつ広範にわたつて出現し,移 植片

に接す る母地組織において も中等度に浸潤細

胞 を認める.移 植片の組織細胞は核濃縮また

は核破潰がいち じるしく, 2日 ない し4日 の

間に表層は壊死に陥 り,表 皮は初期 よりF反

応に陽性に現れない.壊 死は次第に進行 して

移植片は単に壊死組織 として潰瘍内に存在 し,

潰瘍の基底は多数 の多形核白血球,単 核球お

よび淋巴球 と少数 のエ オジン嗜好細胞の浸潤

す る肉芽組織が認められ る.毛 根鞘細胞は初

期にF反 応に瀰慢性に呈色を示 し8日 頃まで

陽性を保つが10日 後には(稀 に一部の細胞が

12日 後,軽 度陽性 を 示す.)陰 性に なつてそ

の後は全 くF反 応を示 さない.す なわち8日

後は もはや毛根鞘細胞は壊死に陥つてしま う.

母地か ら表皮の再生が起つて移植部に侵 入が

は じまるのは4日 頃であ る. 10日 後,新 生表

皮は移植部の潰瘍面をほ とん ど完全に被い,

その上に移植片は壊疽性小片 として分劃 され

る.初 期2日 後に陰性であつた表皮のF反 応

(す でに表 皮が脱 落 して存 在 しない もの もあ

る)が4日 後,移 植片周辺の母地か ら移植部

に向つて表 皮の増殖が起 り,そ の核が並列 し

てF反 応を示 し. 10日 後には損傷孔を被 うよ

うに連続 して陽性 を示 し,終 に これを完全に

被 覆す るのが認め られ る.
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第5章　 結 論

1.　有毛皮膚片を 浮 游 せ しめ る生理的 食塩

水にVitamin A, VB1, VB2, VB6, VCお

よびVDを 各別 に加え,対 照 はNaClの み

としてVitaminは 加えな か つた.こ れ等各

液 中に家兎 より採取 した有毛皮膚片を1時 間

お よび3時 間浮游せ しめた後,そ の各 々を各

別々の家兎に 自家移植(1時 間浮游せ しめた

後,移 植 した るをa移 植試験, 3時 間浮游せ

しめた後,移 植 した るをb移 植試験 と略す)

を行 い,移 植後種 々なる時期に該部 よ り皮膚

を切除 し,組 織学的検査を行つた.

2.　染 色はヘマ トキシ リン ・エオジン重染

色 とVan Gieson法 の他,特 に浜崎氏石炭酸

フクシ ン沃度法を行い, D・N・A系 核酸お よ

びプ リン誘導体を証明 した.

3.　a移 植試験では,表 皮 の 再 生は4日 後

には じま り, 40日 後に正常構造 を示す.毛 根

鞘細胞の増殖再生が整 うのは一般に20日 後で

あ るが, VC, VB6で は これ より約2週 日早

くこれを認めた.

4.　b移 植試験ではa移 植試 験の 場 合 より

細胞の増殖が遅れ ては じま り,そ の程 度 も劣

つていた.毛 根鞘細胞は10日 ない し20日,そ

れ以上 も遅れて再生の機能を回復するが. VC,

 VB6で はa移 植試験におけ る成績 と大差が認

め られない.

5.　K・E・Gお よびK・E・Lは 移植片が壊死

脱落す る部 と残留す る部の境界面に最 も多 く

認 められ,初 期にはByt水 に抵抗 を示すK・

E・Lで あ るが, a移 植試 験では30日 頃,明

かに多数 の ものが この抵抗を失つて真性 のK・

E・Gと なつてゆ く.か くして毛根鞘細胞が増

殖再生を揃え るのは20日 以後であ る.こ れは

b移 植試験では30日 ない し40日 以後 である.

6.　上述 した組織学的所 要の過 程 か らみ る

とVCお よびVB6に おけ る成績が もつ とも

優れ,次 いでVB2が 可良である.NaCl, VA

お よびVB1は 前者に比べ てや ゝ劣 り, VD

は これ等 よ りさらに劣つた成績を示 した.

7.　VDの 成績が他 に劣 るの はVitamin D

に よるのでな く,そ の溶媒に用い られた精製

胡麻油に よつて起つた局所の皮膚炎のため と

考え られ る.

8.　わた くしの実験に よ り,自 家生毛移植

の場合に,有 毛移植片を浮 游 せ しめるNaCl

にVitaminC, B6, B2等 を 加え ることは,

移植術 の成績を従来 よりも著 しく良好ならし

め得 ることが示唆できた.

9.　移植術は移植片採取後,可 及的に短時

間に行 うべきであ る.

10.　家兎を用いて他家移植試験 を行つたが,

結果は成功 しなかつた.こ のさい組織の染色

はFeulgenの デ ソキシ リボヌク レイン酸染色

を行つた,組 織細胞 の生死を判定す るために

Feulgen反 応を応用 した.

11.　他家移植では移植皮膚は初期2日 すで

にF反 応陰性 であつた. 4日 後,周 辺母地か

ら再生 して くる表皮細胞核がF反 応に陽性を

示 し,こ れは移植部の潰瘍周辺に認め,こ の

F反 応陽性を示す母地側の表皮細胞核はその

後,並 列 して移植部損傷孔を被す ように延び

て10日 後には完全に連続 して陽性 を示 し,移

植部は再生表皮で被覆 され る.移 植片の毛根

鞘細胞核は10日 後はF反 応を示 さず,以 後は

陰性を保ち,毛 髮の再生を認めず,細 胞が全

く死滅 した事実が確証 された.

稿を終るに臨み,終 始御指導をたまわり,か つ御

校閲の労をわずらわした恩師根岸敎授に謝意を捧げ

るとともに,本 研究について種々なる御指導御鞭達

をたまわつた本学病理学敎室浜崎敎授および佐藤助
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UNE ETUDE SUR LA TRANSPLANTATION DES

POILS VIVANTS

Chapitre IV Les experimentations aux animaux sur la transplantation

 des poils vivants (Les observations histologiques)

par

Mme. Chieko Ando

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

Nous avons de nouveau examine histologiquement ce que nous avons deja observe macro

scopique au chapitre precedent.

Au sujet de la transplantation des poils autogenes, nous avons poursuivi les qualites de

 changements aux noyaux des cellules.

Quant a la coloration a la transplantation des poils heterogenes, nous avons execute la

 methode de Feulgen, coloration d'hematoxyline-eosine.

De ces experimentations en question, nous avons obtenu les memes resultats qu'au chapitre

 precedent, et apres tout ces resultats ont histologiquement demontre les experimentations au 
chapitre precedent.

Le Cetoenollipoide etait le plus souvent apercu a la borne entre la partie necrosee de

 morceaux transplntes et celle qui en faisait exister encore, et de plus il etait aussi apercu

 aux leunes cellules et aux cellules degenerees, mais dans trente jours environs il a diminue,

 en devenant cetoenolgranule, si evidemment qu'il a disparu en y adittionant de la baryte

lessive, et encore nous avons y apercu la resurrection de la fonction des cellules.

Au point de vue des changements deja expliques, nous avons observe que la degeneration

 legere aux cellules et la resurrection de la fonction de bonne heure etaient a la transplantation

 des poils disposes dans les deux verres du serum artificiel separement ajoute de la vitamine

 C et de la vitamine B6.

Si nous arrngeons les resultats par degres, d'abord c'est au resultat obtenu au serum

 artificiel ajoute de la vitamine B2, ensuite ce sont egalement les resultats obtenus dans les

 trois verres du serum artificiel, du serum separement ajoute de la vitamine A et de la vitamine

 B1, et les exemples qui etaient flottes dans du serum artificiel separement ajoute de la

 vitamine D etaient le moins valuables.

Et en outre, quand nous avons compare les deux resultats des penx poilues flottantes

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

ferieur au premier . Et de plus, l'etat du recouvrement de la fonction des cellules au dernier

 etait en retard de quatorze a vingt jours environs.
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A l'examen de la transplantation de la peau poilue heterogene, les cellules dela gaine 

epitheriale der poil setaient montre negatives a la reaction de Feulgen dans dix jours et 

apres cela elles l'etaient successivement, et ainsi nous n'avons pu apercevoir d'un poil.

L'epithelium de la peau transplantee etait negative de la premiere periode a la reaction

 de Feulgen. L'epithelium qui a developpe de la partie transplantee de la peau etait montre 

positif dans quatre jours, et il a fixe completement la cicatrice dans la partie transplantee 
de la peau poilue dans dix jours.
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Fig. 1.

移植後7日 (NaCl加VC液 中に1時 間浮游せ しめた

移植片を移植):多 数の多形核白血球の浸潤が起 り,

中間層毛根鞘細胞は軽度膨化 している.結 合織は鬆

粗である.

Fig. 2.

移植後14日. (NaCl中 に1時 間浮孚游せ しめた移植

片を移植)表 皮細胞は不規則顆粒状に表面に膨隆
して増殖をいとなんでいる.毛 根鞘細胞も増殖を示

し,その核は一般に大 きい.血 管周囲に少数の円形細

胞の浸潤を認め,血 管は一般に洞様に拡張 している.

Fig. 3.

移植後20日. (NaCl加VB1液 中に1時 間浮游せ しめ
た移植片を移植)表 皮は厚 さを減 じ,毛 根鞘細胞

は増殖 して一部のものは表皮を貫いている.毛 球部

附近は血管が多 く,表 皮に近 く少数の円形細胞の浸
潤が認められる.

Fig. 4.

移植後30日. (NaCl加VB6液 中に1時 間浮游 せ し
めた移植片を移植).毛 髮が表皮を貫いている.中

間層の毛根鞘細胞は細長 くな り,そ の走行は正常像
に近似 している.表 皮の陷没部に少数円形細胞およ

び壊死物の浸潤が認められる.
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Fig. 5.

移植後40日. (NaCl加VB6液 中に1時 間浮游せ し
めた移植片を移植).表 皮の所所 に陷 没部を認める.

毛嚢の一部は毛 根を人れ,そ れは表度を貫いている.

毛根鞘細胞は30日 よりさらに細長 くなり成熟形に近
い.毛 球部附近に異物亘大細胞を認める,新 生血管

に血液の充盈が見られ る.

Fig. 6.

移植後7日. (NaCl加VC液 中に3時 間浮游せ し

めた移植片を移植)中 間層の毛根鞘細胞は増殖を

示すものが多い.膠 原線維は正常像に近似する.血

管の新生 も認められる.

Fig. 7.

移植後20日. (NaCl加VD液 中に3時 間浮游せ し
めた移植片を移植)表 皮下に線維芽細胞の増殖を

認め,そ のなかに円形細胞の浸潤が起つている.毛
根鞘細胞の増殖が起 り表皮下の結合織を押 しあげて
いる.成 熟結合織間に比較的に新 しい線維芽細胞と

組織球細胞を認める.

Fig. 8.

移植後30日. (NaCl加VD液 中に3時 間浮游せし
めた移植片を移植)・ 毛球部細胞はかなり細長く表

皮に向つて垂直に増殖 を示す.毛 根鞘細胞核は正常
のものに比べるとその形がやゝ 球形ないし楕円形を

なしている.表 皮下附近は瀰漫性に増殖する線維芽

細胞を認め,かゝ る部では膠原線維の新生が明かに
見られないが,深 部に膠原線維の形成がある.血 管
の充盈を認める.
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Fig. 9.

移 植 後40日. (NaCl中 に3時 間浮 游 せ しめ た 移 植 片

を 移植):表 皮 は1～2層 を示 し, 1層 の 部 分 が 多 く,

陷 没部 に 角 化 が 起 つ て い る.毛 球 部 は 正 常 像 に 近 似

して い る.出 血 は ほ と ん ど認 め られ な い.

Fig. 10.

移植後55日. (NaCl加VC液 中に3時 間浮游せ し
めた移植片を移植):表 皮は1～2層 の厚 さを示 し,

陷没部はかな り深部まで角化が進行 している.毛 嚢
は中央に毛根を入れて正常像に似るが,一 部非定形

的である.表 皮直下はなお結合織線維の形成が悪い.


