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有意差が認められた.しかし術後 24過では Silicone

tube移植群と Epineurium温存群はほぼ同じ再生本

数であった.

考 察

われわれは，nerve conduit内に血行がある場合の

神経再生を観察することを目的に，神経切除時に

Epineuriumを温存し Siliconetube内に還すモデル

を作製した.微小血管造影で，温存した epll1eunumに

分布する血管が連続性をもって観察されたこと，組織

像で Silicon巴tube群にはない太い血管が認め られる

ことより ，血行も温存されたと考えた.

このモデルを使って神経の再生を観察したが，軸索

は温存した epll1巴unumを取り囲むように再生し，温

存した epineuriumは，軸索にとって vascularized

scaffoldになっている可能性が考えられた.

この群では，術後 12週で，Silicone tube移植群と

比較して，再生神経面積が大きく ，再生神経本数は多

く，筋湿重量も大であるが，術後 24週では，再生神経

本数も筋湿重量も差が認められなくなる.このことよ

り，tube内が中空である場合に比べて，再生が早いと

考えられる.すなわち，早期では成績が良いが，後に

は同じになる.神経移植では血行が再生促進に有用と

いう報告があり州，これが管腔内の場合にもあてはま

るのかもしれない.しかし，方向性のある collagenが

再生を促進する報告もあり汽中空の構造よりも，epll1' 

euriumの collagen配列が scaffoldとして有効で

あった可能性も考えられる.機序は不明であるが，

Nerve conduit内に適当な vascularizedscaffoldを

作製することは，神経移植群に比べると差はあるが，

管腔移植としては，中空構造よりも早期の機能回復を

もたらす可能性があると考える.

ま と め

1) Nerve conduit内に血行がある場合の神経の再

生を観察する目的で，神経切除時に epineuriumを温

存し，silicone tube内に挿入するモデルを作製した.

2) このモデルでは，Epineuriumに分布する血管

により血行は得られるが，軸索が epineuriumの周囲

に再生し，epineuriumが軸索の scaffoldになった可

能性も考えられた.

3) この群では，神経の再生は，tub巴内が中空であ

る鮮よりも早いと考 えられ，移植管腔内に適当な

vascularized scaffoldを作製すれば，早期の機能回復
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の可能性があると考える.
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質問 慶応 大 学 整 形 外 科 仲 尾 保 志

①血管を残したモデルの横断面上の血管の数，など

は controlに比べて多かったのか? また血管の分布

に特徴的所見があれば教えていただきた い.

②1I1l行が有効なのか，epineuriumが有効なのか，こ

のモデルではいえないので，血行を断った epineurium

のモデルを作るべきではないでしょうか.

回答 旭 川 医科大学整形外科中野令子

微小血管造影で，大血管の存在と，組織の造影剤に

よる染色性の違いより，血行か良好であったことは確

認してます.定量的な検討はしておりません.

②現在，作製中です.

質問 東京医科歯科大学伊藤聴一郎

神経外膜のみではなく ，神経周膜も一緒に含まれて

いて，神経周膜の基底膜などが神経再生に影響をおよ

ぽしているのではないか ? 神経外膜の動脈が損傷さ

れていないことは確認しているか?

回答 旭川医科大学整形外科中野令子

臨床的な解釈で epineuriumとして考え，使用して

おり ，組織的に検討はしていません.

また，epineurium温存群では，再生神経に epineu-

rium由来の血管が含まれていることを組織観察で全

例に確認しています.

追加 琉球大学整形外科武内正典

御指摘の部で Epineuriumのみを残して funiculus

を切除することは可能です.逆に Epineurectomyも

可能で，Epineurectomyを神経機能を障害することな

く行うことも可能です.

発言 新潟手の外科研究所田島達也

目的が siliconechamber内での神経再生と tubeに

血行がある場合の差異を検討することにあるな ら血行

を温存した血管のようなものを対象として選ぶべきで

血管を温存する epineuriumを材料として選ぶとそれ

が antigenousepineuriumの影響なのか血管を温存

した影響なのか不明になるので， この 2つの要素を分

類するため血管のない epineurium を用いる群も作っ

て比較する必要がある.
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にしっかりと密着しながら再生しているのが観察され

た.

考 察

走査電顕像から得られた動脈伴走型空管移植内の神

経再生の特徴は，再生神経は動脈壁をいわゆる「足場」

として利用し，標的に向かつて伸長することが推定さ

れる.

本法における神経再生の再生過程をまとめると，

①まず神経断端近位fffljから軸索再生が始まる.

②再生軸索は動脈壁に向かつて伸び，動脈壁に接着

し，遠位へと伸びる.

③先導されてその他の神経も同様に伸長する.

その再生増強効果は神経遠位断端からの神経栄養因

子，動脈からの酸素 ・栄養供給，動脈壁からの何らか

の刺激因子などに由来することが考え られる.

空管移植は 1880年代に Gluck11 が脱灰骨を切断神

経に介在させたのを発端に，1960年代まで散発的に報

告があったが，Lundborg31が 1982年シリコ ン・チュー

プを用いたのを境に飛躍的に研究が進み現在まで穏々

の材料が試行されている.しかし，その利点は再生神

経のパス ・ウェイとしてのものでしかなく ，しかも材

質は非生体材料か，一旦血行から切り離した移植片を

用いたものであるため，内部への血行はほとんど考慮

されていなかった.神経の再生においてその血行は，

近年とみに重視されている.神経切断後 Waller変法

に陥った軸索の清掃 ・除去に血行が大き く関与してい

ることが明らかにされたが，このことは臨床的にも「血

管柄付き神経移植」に反映されている.

このため「血行の温存」とい う概念は空管移値法の

発展にとって，重要な鍵を握るものと考えられる.事

実，空管移植法に動脈を含ませることによって血行を

改善させ，ひいては施術初期から強力な神経再生促進

効果が観察された叫.

元来，神経と血管は「神経 ・血管束」を形成して走

行する，という特性があり ，本法の結果はこの解剖学

上の特性とも関連し興味深いと思われる.
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質問 広島大学整形外科越智光夫

動脈壁には自律神経が数多く，シリコンに挿入する

操作で denervateし，Schwann cellが分裂し，良好

な再生を得たのか，動脈よりの nutritionが再生に良

好な影響をおよぼしたのか不明である.このため，冷

凍保存した動脈壁の anastomosisあるいは血液を流

さない同様の操作コントロールで比較するのは如何で

しょ うか.

回答 近畿大学形成外科小坂正明

たしかに動脈表面のシュワン細胞の関与を調べる必

要があると考えている.現在，①動脈移植群，②近位

動脈切断l吻合群，③遠位動脈切断吻合群の 3群につい

て実験中であり次回報告させていただきます.

質問 筑波大学形成外科光嶋 勲

plOneer axonは単一線維が末梢まで伸びたのか，分

岐しながら末梢に到達したか.

回答 近畿大学形成外科小坂正明

l本の pioneeraxonが，そのまま l本で遠位端に

伸長・侵入してゆくかは施行例数の点で断言できない.

今後，検討させていただきます.

質問 東京労災病院伊地知正光

走査電顕で，近位断端からの発芽状態， 1本の軸索

から何本になって出ているか， ということもわかりま

すか.

回答 近畿大学形成外科小坂正明

電顕試料作製段階で検体の損傷が推定できるため，

言及できない.
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考 察

homogenizeしない凍結乾燥骨格筋を移植した群で

は筋線維の貧食後に基底膜内腔へ再生軸索が進入し始

めるため，移植後早期の神経再生は動脈移植群より遅

れるが， 移植後 5~6 週には同程度の成熟度を示すよう

になる.したがって基底膜内腔に進入した軸索は伸長

が促進されると考えられ，基底膜内面の Lamininある

いは多数出現する組織球の分泌する basicfibroblast 

growth factor， NGFなどの関与が予想される.一方，

homogenizeした骨格筋を移植した群では炎症反応が

強く起こり 6週後も再生軸索はきわめて少ない.こ

の所見は，homogenize後凍結した骨格筋が異物とし

て認識される可能性を示唆し，骨格筋の debrisには再

生軸索を誘導する作用が無<，残存基底膜の管腔構造

が軸索の伸長に重要である.

移値後 5~6 週で骨格筋の残存基底膜は同定できな

くなり ，その内腔に形成された再生軸索の集合体を神

経周l漠様細胞が取り囲む.この頃，再生軸索問にも線

維芽細胞の隔壁が形成され， 移植後 7~8 週ではこの線

維芽細胞から神経周膜細胞への化生が観察されること

から，再生軸索が diffusionbarriぼ である固有の神経

周膜を持つまでの期間，神経再生に必要な内部環境を

維持する barrierとしての機能を残存基底膜管腔が代

行し，周囲からの癒痕組織侵入を防いで再生軸索の通

路になるとともに，大分子量のタンパクなどを通過さ

せないなどの役割を果すと考えられる.

← 55 

文 献

1) 荒井孝和他凍結乾燥同種神経移植についての基

礎的研究.日手会誌，1・797-802，1985. 

2) 伊藤聴一郎 他 :Epi.perineurial tubeによる凍結

乾燥同種神経移値実験.日手会誌， 6: 21-25， 1989. 

質問 慶謄大学整形外科仲尾保志

A群と B群の差は， basement membraneが長軸方

向に並んでいた方が，マクロファージなどによる筋線

維の貧食が速く終わり，早く軸索再生にとってよい

conditionが整うためということでしょうか.

回答 東京医科歯科大学伊藤聴一郎

骨格筋を homogenizeしたものは，成分が homoge.

nizeしないものとま ったく同じであるが，筋肉の構造

が破壊されたため強い炎症反応が起こったと考えら

れ，これにより神経再生が遅れた.さらに，神経再生

に利用できる基底膜管腔がないことにより軸索の侵入

および伸長が一層遅れる結果になったと考えられる.

質問 広島大学整形外科越智光夫

骨格筋の基底膜はどの程度の長さ管腔状に連続して

し〉る虫、.

回答 東京医科歯科大学伊藤聴一郎

抗ラミニン抗体を用いた ABC法では，骨格筋の基

底膜と考えられる管腔構造が lcm程度の長さ連続し

ている.








































































































































































































































































