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質問 京都大学形成外科鈴木義久

先生はー1・Cを選ばれた理由をお教え下さい.一rc
が組織が凍結しない最低温度ですか.

回答 奈良県立医科大学整形外科中河庸治

凍結点の測定笑験も行なっており ，大腿昔日及び下腿

部の筋肉 ・ 皮下組織は-lSC~-2.0'C で凍結するこ

とを確認しています.

質問 山形大学整形外科吉沢 浩

氷温という環境は，臨床場面で断端肢などを運ぶ氷

水の状態で簡単に作られるものか.あるいは特別な設

備が必要なのか.

回答 奈良県立医科大学整形外科中河庸治

氷水だけでは安定した温度コントロールはできませ

ん.冷却装置のついたクーリングノTッグ程度のものが，

最低限必要だと考えます.

質問 名古屋被済会病院整形外科木俣一郎

電顕像の検討はなされたでしょうか.

回答 奈良県立医科大学整形外科中河庸治

光顕像による組織学的検索しか行なっておりませ

ん.

質問 熊本機能病院整形外科中島英親

常温で 1~2 時間後に冷却する場合はどのような反

応が生じますか.

回答 奈良県立医科大学整形外科中河庸治

切断直後に冷却保存を行なう実験しかしていません

ので，実験データとしてはありませんが，常温保存後

に冷却保存を行なうと組織の変性は，冷却保存のみよ

りも急速に進むと考えられます.
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血管柄付骨膜の骨形成能について 707 

8) Van den wildenberg， F. A. J. M.， et al.: Free 

revascularised periosteum transplantation: an 

experimantal study. Br. J. Plast. Surg.， 37・ 226-235，

1984 

質問 札幌医科大学整形外科石井清一

① AlpとBGPの動態が血管柄付と遊離骨膜で異なる

理由は?

②骨膜組織中のどの細胞が骨芽細胞に分化すると考え

ていますか 7 毛細血管周囲の未分化細胞が骨芽細胞

のonglnと考えていますか 7)

質問 札幌医科大学整形外科伊藤和生

①6，8週でV群，N群の簡に組織学的に差は無いのか

②症例の中で軟骨組織になったようなものはなかった

か

追加回答

奈良県立医科大学整形外科矢島 弘嗣

以前に行った実験において，あるモデルでは HAの

中央にまたあるモデルでは骨膜下に骨形成をみとめま

した.この点が予想と反した結果で，どこから骨が形

成されたという問に対しては答えられません.ただし

Fasciaでwrapしたモデルは骨形成がない理由から，

必ず骨膜が骨形成に関与していると考えられます.今

后 BMPあるいは骨髄細胞などを併用し確実で早期に

骨が形成される方法を証明していく予定です.
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逆行性指動脈島状皮弁による指軟部組織欠損の再建

差は認めなかった.これはとくに挫滅創症例が多く ，

721 

断端における神経損傷の程度が一機でないため，必ず

しも長期経過例で良好な知覚回復が得られない場合が

あるためと考えられる.また皮弁の大きさと知覚回復

の関連についても検討したが，相関関係は認めなかっ

た.このことは全例で皮弁の大きさにあまり差がなく ，

知覚回復も全般に良好であったため相関関係が現れに

くかったと考えられる. RVIFの知覚回復の程度は一

様ではなしそれを決定する因子は様々なものがある

ことが考えられる.しかし全般に良好でありとくに皮

弁に神経を加える必要はないと考える.

皮弁採取にともなう合併症として指節間関節の可動

域制限と coldintoleranceが認め られた.可動域制限

は癒痕によるものであり ，cold intoleranc巴は，とくに

寒冷時に強い局所の冷感，異常感覚であり ，皮弁の循

環障害によるものと考えられる.これらはいずれも軽

度であり日常生活上とくに問題とはならないと考え

る.
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追加

東京慈恵会医科大学形成外科木下行洋

静脈還流障害は約 3日で改善するが，その対策とし

て行なった抜糸による創の日多開は約 10目前後で閉鎖

する.

比較的大きな指腹部欠損により適応がある.

質問

慶R主義塾大学整形外科佐藤和毅

皮弁の知覚は良好とのことですが，どのような過程

を経て，皮弁部に知覚が回復してくるとお考えですか.

回答 吉本病院整形外科村井 聴

周囲からの reinnervationと考えております.

質問 名古屋披済会病院整形外科鈴木 潔

1. はたして手技が容易かどうか.

2. 一期的手術というが，うっ血がこわいので皮膚

を数針縫合するのみにとどめ 1週間後に二次手術で縫

合することがあると思うか.

回答 吉本病院整形外科村井 聴

1. 手術手技は他の局所皮弁と比較すると容易では

あり ませんが，マイクロサージカルな縫合を必要とし

ないという意味で容易です.

2 症例によってはうっ血を皇したために一部抜糸

した例もありますが，後で縫合した症例はありません.

質問 高知医科大学整形外科野口政隆

RVIFに知覚神経背側校を含め神経縫合をする報告

もあるが，指尖部損傷に対して S巴lIsoryflapとする必

要があるかどうか.

回答 吉本病院整形外科村井 聴

2例に対して行っております.しかし神経を含めな

くとも知覚回復は良好であり ，とくに必要はないと考

えています.




























































































































































