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緒 昌

近年,顎顔面領域の悪性腫壕においても,術後

の形態 と機能の再建に,各種皮弁が用いられ,十

分な安全域 を賦与 して,腫癌の切除が可能 となっ

ている｡

今回,私達は,舌癌切除後の再建に Farrl)の

ceⅣicalislandskinflapを用い,良好な結果を

得たので,手術法を中心にその概要 を報告する｡

手 術 手 技

Farrの報告 した cervicalislandskinflapの

原法は,図 1左に示す如 く,下顎下線部の表皮を

含まない組織 (皮下脂肪 と広頚筋)を有茎 とした

島状皮弁 を再建に用いる｡

鎖骨上部の皮弁は,先端が細 くなり,補項部が
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16 新潟歯学会誌 17巻 1号 1987年

CERVICALISLANDSKIN FLAP

図 1 水越ら2)の文献より引用

図2 CervicalIslandSkinFlapの設計

壊死に陥いりやすいため,あらか じめ切除してお

く｡

flap移動後に生ずる頚部組織欠損は,一次的に

縫縮する｡

時として,頚部皮膚に強い緊張を伴なう危険性

のある場合は,皮膚切開を表皮剥離部の外側には

加えず,剥離表皮を利用して頚部皮膚縫合を行な

う水越の変法2)も報告されている (図 1右)｡

1)flapの設計

(i)flap'の大きさ :flap作製前に,あらか じめ原

発巣の切除量を計測し,補填すべき Skinisland

の大きさを決定する｡

その際,図 2で示されるflap茎部の幅(A)は,一

次縫縮可能な長さであることが条件 となる｡年令,

肥満度により異なるが,おおよそ6cm程度と言わ

れている｡1)･3),4)

叉,斜線部で示される欠損部を補填する Skin

islandの先端迄の距離 (C+D)が長い程,原発
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巣切除断端 との準合による残存舌の患側-の偏位

が緩和されるが,Skinisland-の栄養の問題から

考えて,茎部(A)に対しその長さの割合は, 1:2

以内が適当と言われている｡3),4)

叉,flapは,通常下顎骨下縁を通して欠損部補

填を行なうので,埋没される表皮剥離部の長さ(D)

は,flap茎部から下顎骨下縁を通しての切除断端

迄の長さ(E)とほぼ同じでなければならない｡

設計の段階でD,Iyは,同じ長さにするが,flap

茎部が半回転する際,欠損部の前方-位置する部

分はUであるため,実際は,縫合の段階で,D'の

方を長 くする必要もありうる｡

(ii)flapの位置 :側預部でのflapの位置は,前額

部に近い程,欠損部前方-の到達距離は短か くな

るが,nap茎部の捻転が強 くなり,Skinisland

の壊死の危険性が高 くなる｡

又,男性の場合,flapの表皮剥離部は,埋没さ

れるため,ひげのない部位を選ぶ必要があり,放

射線療法で脱毛状態であれば,反対側を参考 とす

る｡

もし,有毛部であれば,術後の再発とまざらわ

しい類皮嚢胞の発生を防止する意味で,毛嚢を除

去しておく｡3)

2)表皮剥離と flapの作製

flap茎部の表皮の剥離は,napを深額筋膜層よ

り起こしてからでは操作が困難となるので,nap

を起こす前に行なうのが腎明である｡

まず表皮剥離しようとするnap茎部の外周に,

皮膚内にとどまるできるだけ浅い切開を加え,皮

内に生理食塩水を皮内針で注入し,皮膚面を緊張

した平担な状態にしてから,剥離する表皮の四隅

のいずれかから,15番の替え刃メスを用い,表皮

を剥離切除する｡

次いで,flap茎部上端を除 く全周にわたり深頬

筋膜浅層迄切開を加え,広預筋をつけてflapを下

顎骨下縁迄起こす｡

3)預部郭清術及び腫癌切除

下顎骨下縁に治って,flap茎部上端の皮切を前

後に延長し,必要に応じてflap先端部も鎖骨上緑

に治って,前後に切開を加え,瑛部郭清術を行な

つ｡
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flap作製上,茎部が後方となる場合,上内深預

リンパ節の郭清が不十分になる恐れがあるので注

意を要する｡

4)flap及び頚部皮膚の縫合

flapを下顎骨下縁を通し口腔内に挿入し,腫癌

切除断端 と縫合する際,埋没されるべき表皮剥離

部の大きさが不足し,一部 Skinislandが埋没さ

れる様であれば,この時点で,表皮を追加切除す

る｡

口腔粘膜と flapの縫合の際,Skinisland中枢

側の表皮を,約 3-5mm幅で縫い代 として剥離し

ておくと,縫合が容易であり,糸を組織内に深 く

かけることなく,血行障声を防止できる｡

flap中央部の腫癌切除面との縫合は,死腔形成

防止のために必要であるが,数ヶ所にとどめるべ

きである｡

預部の縫縮で,皮膚にかなりの緊張がかかる場

合は,額部の翻転した皮弁を,通常の韓部郭清術

より更に前額筋,僧帽筋迄十分剥離することによ

って,その防止をはかることができると思われる｡

症 例

患者 :46歳,男性｡

臨床診断 :左側舌癌 (T2NIMo)0

病理組織学的診断 :南平上皮癌｡

上記診断のもと,60Co6Gyの外部照射後,ラジ

ウム針 lmgX10本の左側舌への刺人を施行した｡

次いで pepleomycinを5mg/day,計90mg点滴静注

した｡

治療開始後3ヶ月で,舌縁の漬癌は直径 5mmと

縮小し,その周囲に直径10mm程度の硬結を残すの

みとなったため,再度,同部の生検を行なった｡

病理組織学所見は,壊死組織であったが,以前

よりの痔痛の持続と,顎下 リンパ節の腫大をみて

いたため,左側根治的額部郭清術と口部舌約2/5の

切除術を施行し(写真 1),一次的に ceⅣicalisland

skin瓜apにて再建した｡

flap茎部の幅 (図2のA)6cm,Skinislandの

大きさ (図2のCXB)は, 5×4cmと舌の切除

量とほぼ同程度に設計した (写真 2左)｡

茎部の剥離表皮は,水越変法2)に従い保有した
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18 新潟歯学会誌 17巻 1号 1987年

写真 1 左側舌切除時の切開線

写真 2 撃頁部 flapの設計 と作製
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写真 3 術後の舌外観 上 :術後 7日目

下 :術後 4年目

が(写真 2右),頚部皮膚縫縞の際,特に必要なく,

最終的には切除した｡

切除された舌断端には,腫傷は残存せず,完全

摘出されたが,郭清した顎下 リンパ節に転移を認

めたため,60Co40Gyの術後照射を行なった｡

napは,術後 7日日頃より舌尖相当の外周に一

部壊死を認めたが (写真 3上),特に埠関すること

なく良好に生着した｡

flapの外観は,術後 1ヶ月頃より表皮が脱落し,

粘膜様となって,残存舌とほぼ同じ色調を呈した

19

(写真 3下)0

術後4年を経過した現在,舌全体がやや患側に

牽引されているものの,再発もなく,嚇下,発音,

岨噂などの機能及び形態に,ほぼ満足すべき結果

を得ている｡

考 察

ceⅣicalislandskinflapは,1969年 Fa汀 ら1)

によって報告されて以来,本邦でも,その変法を

含め,いくつか報告されている｡2ト 7)
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本法は,原発巣の大きさ,頚部 リンパ節の転移

の様式などで,適応がかなり制限されるが,その

選択を十分行なえば,極めて有用な方法 と考える｡

flapの血行は,広頚筋内に分布する顔面動脈,

上甲状腺動脈,額横動脈等の分枝にゆだねられて

お り,8) 主要動脈 を持たない random pattern

flap9) と考えられている｡

私達は,flap茎部の幅 :長径を1:1.5,Skin

islandの大きさを5×4cmとして,良好な結果を

得た｡

この点について,一般に,flapの茎部の幅に対

する長さの割合は, 1:2-3以内とされている

が,10)頚部郭清術の際,顔面動静脈を切断するこ

とや,術前照射例 も多いことから, 1:2以内が

適当であると言われている｡3)･4)

叉,Skinislahdの大きさに関しては, 6×6

cm以内が安全 とされており,1)高木ら6)は,それよ

りやや大きい7×6cmの Skinisland を用い,良

好な結果を得たと報告 している｡

原発巣の切除量からみて,舌の%～口部半側切

除例,口底半側切除例などの中等度欠損症例が適

応 となるが,massaugmentationの不足が考えら

れる場合は,Owensll)が最初に報告 した胸鎖乳突

筋皮弁の利用も一法であろう｡

しかし,額部 リンパ節転移の疑われる症例では,

その適応が問題 となって く声｡

高木ら6)は,額部-の転移のない症例 を,ce-

Ⅳicalislandskinflapの適応としているが,本

法は,深禁鳥別莫浅層の上でflapを起こしているの

で,口腔癌のリンパ節転移様式から考えて,多く

の場合,その根治性に問題はないと思われる｡

Farrの原法 を修飾 した変法が,本邦で,高木

ら,6) 水越ら2)によって報告されている｡

高木らは,茎部表皮を切除せずに,前後に翻転

し,側頚部閉鎖に用い,Skinisland移動部には,

身体他部よりの中間層遊離皮弁で補填 している｡

この方法は,頚部皮膚の緊張緩和には役立つが,

頚部郭清後の祭動脈が, うすい皮膚の直下にくる

可能性があること,叉,Fa汀 原法の最大利点であ

る術創部外に恵皮部を必要 とせず,術後管理が比

較的容易であるという点を損なうことから考えて,

その手技を用いることに慎重にならざるをえない｡

又,水越の変法は,操作性において,特に煩雑

でなく,最終的に,その表皮が不必要であれば,

切除すればよいわけであるが,利用した際,高木

らの変法 と同じく,上窺部の血管の保護の面で不

安な感 じも残る｡

私達は,術前に60Coの外部照射 6Gy,ラジウム

針 lmgX10本刺人による組織内照射を行なった｡

術前照射 との関係について,Fa汀1)は30-40Gy

以内が安全であるとしているが,田代 ら3)は,術

前照射例に flapの部分壊死が多いとし,高木ら6)

も56Gyの術前照射例において,flapの生着不良例

をあげている｡

私達の症例でも,舌尖相当部のflap外周に,壊

死をきたしたが,上述の条件 と合わせて考えると,

その関連性 も否定できない｡

flapの外観は,皮膚様から,術後 1ヶ月で粘膜

様に変化 したが, これは,Skinislandの表層が

壊死軟化 し,脱落したものと思われる｡

斉藤ら4)も多くの粘膜様変化を報告 している｡

しかし,田代 ら3)は逆に,皮膚様,又は皮膚粘膜

中間型が多いとし,この差異の生ずる理由として,

flap茎部の表皮剥離を,斉藤らは皮膚全層 とした

のに対し,真皮中層迄 としたことによると推測し

ている｡

本法は,口底癌,舌癌の中等度欠損の修復に際

し,flapの生着が確実で,手技が容易であり,香

美障害及び機能障害も少ないため,適応を厳選す

れば有用な方法と考えられる｡

結 語

舌癌切除後の即時再建に,cervicalislandskin

flapを応用し,良好な結果を得たので,その概要

を報告すると同時に,手術手技について,私達の

経験をもとに若干の考察を加えた｡
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