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緒言

Tissueexpanderは、1976年I)
Radovanが初め
て臨床報告したものである。これは施療の発育
や妊娠時の子宮増大に伴う皮膚の伸展にヒント
を得たものであり、近年再建外科領域において
注目されてきた術式であるO私どもも頭頚部領
域の再建に利用してきた。そして、症例によっ
ては植皮や皮弁では得ることのできない良好な
結果を得ることが可能である。今回、熱傷癖痕
の応用につき症例を供覧するとともに若干の考
察を加えて報告する。

Fig. 1. The schema of the tissue expander.

手術手技

選択する。拡張予定皮下にポケットをつくり
バッグを挿入する。チューブ・バルブはバッグ
から離れた適当な部位の皮下に挿入する。バル

Tissueexpanderはシリコン製で、袋状にな
る本体のバッグ部と生食水注入用のバルブ部お
よびその両者を連結するチューブから構成され
ている。バルブ底部は生食水注入用注射針がバ
ルブを貫通しないように金属板が埋め込まれて
いる。このバルブ部を通して生食水を注入し、
バッグを拡張することになる(Fig.1)。
本法は、2回の手術操作が必要となる。第1
回目は、皮下にtissueexpanderを埋め込んでい
くもので症例に応じて挿入部のデザインを決定
し、適切な形状・大きさのtissueexpanderを

ブの位置は、圧力が加わったり動きの激しいと
ころは避けるようにし、生食水を注入しやすい
部位に選ぶ。この操作の上で大切なことはでき
るだけ止血を確実に行うことである。通常、合
併症がなければ約1週間経過した後、生食水を
注射器で経皮的にバルブより注入し、 expan‑
sionを開始する。 expander容量の10‑40%にあ
たる生食水を注入していく。私どもは、その後
1週間前後の間隔で容量の15士5%の生食水注
入を外来通院で行っている。
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第2回目の手術は、充分な皮膚の伸展が認め
られたところでtissueexpanderを取り出し、再
建術を施行する。一般に2‑3カ月の期間をか
けてexpansionが必要となる。

症

例

(症例1) 11歳 男児
主訴:前胸部熱傷後肥厚性癖痕
10歳時、授業の実験中、アルコールランプの
火が服に着火し受傷。その後、近医で保存的加
療を受けていたが、疲痕が著しく肥厚してきた
ため当科紹介受診。初診時、前胸部に長径30cm
X短径7cmの広範な肥厚性癖痕を認めた(Fig‑
2)0

察

皮膚欠損部の再建術には、これまで植皮、皮
弁術が一般に用いられてきた。しかし、この方
法では移植された皮膚の色調、厚さの異なりか
ら、術後の整容面で著しく醜形をきたすことが
ある。また、採皮部に新たな外科操作が加わる
など問題がある。
これに対して、 tissue expanderによる術式は、
皮下に埋め込んだシリコン製のインプラントに
生食水を注入後、皮膚軟部組織を伸展させ余剰
皮膚を人工的に作製し、再建に応用する方法で
ある。また新たなdonorを必要としない。本法
の特徴として、梁井2厄、以下のことを挙げて
いる。

第1回の手術で、前胸部肥厚性癖痕部下方の
皮下、筋膜上に容量320ml、径7 ×12cmのrec‑

(1)植皮を用いることなく組織欠損部の修複が

tangular typeのtissue expanderを挿入した。術
後、 8日目から1週間に1回40‑60mlの生食

(2)移植部の色調、質感、厚さの同一性が保た

水を約2ヵ月で320ml注入した(Fig. 3)。
第2回目の手術で、 tissue expanderを摘除後、
破痕部を切除。切除後の欠損部位は、伸展皮膚

(3)知覚の連続性が保たれ、表情筋を含めた再

により充分被覆することができた(Fig. 4)。

(4) delayの効果をもち、遠隔皮弁として用い
ることができる。
(5)伸展による組織学的ダメージが少ない。

(症例2) 8歳 女児
主訴:熱傷疲痕後禿髪

でき、手技が容易である。
imm

建や可動部の機能的再建を要する症例に用い
ることができる。

生後、 2ヵ月時に誤っててんぷら袖を頭から
かぶって受傷。以後、熱傷部分が広範囲に禿髪

本法の適用例として、熱傷癒痕拘縮除去後の
再建2'・母斑切除3'・刺青切除3'・乳房再建4.5)

となっていたため、かつらの装着を余儀なくさ
れていた。禿髪部分は頭頂部15×25cmであっ
た(Fig. 5)。
第1回目の手術で、帽状放膜下に容量350ml、
径7 ×16cmと、容量320ml、径7 ×12cmの

小耳症の耳介再建6)が報告されている。特に頭
頚部は皮膚の色調・質感が重要視され、本術式
の特質を生かした症例2のような有毛部分の再
建には最も有効な適用部位と思われる

rectangular typeのtissue expanderを2個挿入。
術後、約3カ月で右方304ml、左方185mlの生
食水を注入した(Fig. 6)0
第2回日の手術で、 expander除去。頭皮は充
分伸展しており、禿髪部分は切除後、縫縮する
ことができた(Fig. 7)。
術後結果において、 2症例とも患者、家族と
も大変満足すべき結果が得られた。特に症例1
は、術後6カ月で再療痕をきたすことなく経過
している。

組織学的な考察として、岩平ら3'は、汗腺・
毛根等の付属器に変化がみられず、豊富な新生
血管網の増生を認めている。さらに、入来ら7厄、
expandされた組織は基本的にはその結合織繊
維の構築が、保たれていることを示している。
本法における合併症として、高柳6厄以下のこ
とを挙げている
(1)小合併症
(》術後血腫、 seroma形成
(り疹痛

(2)大合併症

下 地 善 久 ほか

Fig. 8. The scar was injected with saline and blood flow was monitored.
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小合併症については、相応の処置を行えば未
然に防ぐことができる。しかし、大合併症につ
いては、合併症が明らかになった時点でtissue
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Fig. 9. Changes of blood flow between pre‑and
post‑injection. The mean blood flow is
measured by RBC velocity
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flow has been maintained to the
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expanderの摘出を行わざるを得ない。部位別で
は、特に下肢に合併症発生の頻度が高いとする
報告がある3'。これは皮下の筋肉、脂肪組織に
より伸展が充分行えないことと、乏血が起こり
やすいことによるものと思われる。
痩痛については、しばしば経験する合併症で、
自験例では症例2においてみられた。しかし、
一時的なものであり経過観察で充分対応でき
た。堀8'は、注入後に生じる短時間の痩痛は一
過性の虚血によるものであることをサーモグラ
フィーで観察している。さらに、伸展がすすむ
につれて全体として生じる温度上昇を非特異的
な炎症の結果であり、 expanderのdelay効果を
反映したものであるとしている。
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Use of Tissue Expander in the Burn Scar
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ABSTRACT

A tissue expander subcutaneouly inserted could expand the skin and tissue for reconstruction of
defects of the skin. Especially by replacing skin deformities of the head and neck, normal colour,
thickness and continuity of the sensation in the skin could be maintained. In this paper, we reported
an experience in which a burn scar had been reconstructed with the tissue expander technique in
two children.

