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研究成果の概要（和文）：本研究では陰圧を発生する新型微小血管吻合器を開発した。デバイ

スは多数の微小吸引孔を有し、それらは、血管壁の形状に合わせて最適化された配列で並んでい

る。血管壁はポンプが作動すると同時にデバイスによって半自動的に吸着固定される。このデバ

イスをラットの大腿静脈の吻合で使用し、成功した。吻合は、肉眼的な開存の確認した上で、吻

合部分の血管を、光学顕微鏡及び走査電子顕微鏡で観察し、形態学的評価を行った。 

 
研究成果の概要（英文）： 

This research’s goal is to develop a novel device to achieve microvascular anastomosis 
which usually performed by the hands of well-trained surgeons. The current device 
available has two flaws that limit its application; First, it uses metallic pins that 
remain permanently inside the human body; Second, surgeons have to manually stick those 
metallic pins into the vessel walls. Our new device uses negative pressure as actuator 
to semi-automatically fix vessels wall to the device as they fit and it eliminates the 
metallic pins from the structure. The device was tested on rat’s femoral vein and the 
result was successful. The patency was evaluated through the sights of microscope. The 
anastomosed sites were harvested and morphologically examined by light microscopy and 
scanning electron microscopy. 
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１． 研究開始当初の背景 

臓器/組織移植の血管吻合に失敗すると，臓
器/組織は壊死に陥る．臓器/組織を栄養する
血管は細く，大きいもので口径が 5mm，小さ

いものでは 1mm弱である．対象となる血管が
細いのにもかかわらず，吻合の可否が手術の
明暗を分けるため，失敗が許されない．この
厳しい現実のため、術者となる医師は訓練を
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受けた一部のものだけが顕微鏡をつかって
全精力を投入して行っている．これがマイク
ロサージャリー（微小手術）における微小血
管吻合:Microvascular Anastomosis である．
これまで，この手技を自動化もしくは簡略化
する器械を作製する試みはあり，1986年にス
ウェーデンの医師 Leif T. Ostrup が発表し
た器械（Annals of Plastic Surgery 1986）
が現在商品化されている唯一のものである
（図１）.しかし，A静脈の口径差がない端々
吻合にのみ使用できる，B プラスチックと針
が体内に永久に留置される，C 肝心の血管を
器具に針で刺していく動作は手動で，その手
技が比較的難しい，などの理由により適応が
限られていることから，汎用されるには至ら
ず、現在ほとんどの医師が針糸を使用して吻
合している。これまでに，これらの諸問題を
解決する微小血管吻合器は開発されておら
ず，臓器/組織移植で重要な位置を占める微
小血管吻合の手技を自動化し，手技を迅速安
全に行うための器械の開発が切望されてい
る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図１ 

 

 

 

２．研究の目的 

マイクロサージャリー領域における微小血
管吻合をハイスピードで確実に行う陰圧型
微小血管吻合器 - Vacuum-Assisted Micro 
vascular Anasto-Coupler(以下 VaMAC とす
る)を開発することを目的とする．全ての臓
器移植/組織移植はマイクロサージャリーに
依拠している．マイクロサージャリーは極め
て難しい手術手技で，一部の訓練を受けた医
師が全精魂を投入して行うことで初めて成
立する． その手技を器械によって自動化し，
一般化することが目的である．将来的にはリ
ンパ管静脈吻合用の自動吻合器に発展させ，
究極的には「世界初の血管柄付き再生組織」
の血管吻合を目指す． 
 
 
３．研究の方法 
血管径 1.0mmの静脈を対象とした VaMACをマ
イクロ光造形器で作製し，動物実験（ラット，
マウス，ウサギ）で実際に同吻合器を使用し

て，血管吻合の成績と，吻合様式の形態学的
評価を行う． 
実験は顕微鏡下で，動物の大腿静脈を使用す
る．同静脈を茎とする皮弁を挙上し，その中
枢側で VaMACを使用して吻合を行う．施術に
掛かる時間を計り，従来の吻合器と比較する．
皮弁の生着，血栓形成の有無を調べ，血管内
腔の状況を電子顕微鏡を用いて評価する．吻
合器を含む血管吻合部の凍結切片を作成し，
同吻合器が血管に及ぼす病理学的影響を評
価する． 
最新型の光造形器である多光子光造形器で
口径 300μmの血管を対象とした VaMACを作
成し，同様の動物実験を行い，成績を評価す
る. 
 
 
４．研究成果 
H22 年度：端々吻合用 VaMAC プロトタイプを
作製した。本プロトタイプのコンセプトは、
デバイスはリング状のプラスチックででき
た構造の本体を有し、その表面に環状に配列
された微小吸引口が配置されている。真空ポ
ンプがデバイスに接続され、最終的にこの微
小吸引口に陰圧が伝わる仕組みとなってい
る。これにより、血管が半自動的に理想の外
反形状でデバイス表面に吸着固定され、非吸
収性の針をつかうことなく、さらには、手作
業を軽減して一連の施術の効率化を図るこ
とができるのではないかと考えた。(図２－
１)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２－１ 
 
 
 
当然ながら、デバイスは微小血管（外径１ｍ
ｍ前後）の吻合を視野に入れているため、デ
バイスは小さい構造となり、さらには、陰圧
を表面の微小吸引口に伝えるための通路を
内部構造と持つため、形状は複雑になる。 
そ こ で 、 3D-CAD(Three dimensional 
computer-aided design)でデバイスの設計を
行った（図２－２）。 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
図２－２ ３Ｄ－ＣＡＤで設計した、デバイ
スのプロトタイプ 
 
３Ｄのデータを元に、光造形法（積層造形法
の一つ）で、プラスチックで造形を行い、デ
バイスを作製した。この方法は３Ｄデザイン
を元に、一層ごと樹脂をレーザーで照射して
硬化させ、積み重ねることで、全体を作るこ
とが特長であり、非常にきめ細かく、さらに
は、内部の中空構造作ることも作ることがで
きるため、デバイスの空気の伝導路をつくる
のに最適と考え、選択した（図３）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３  光造形法で作製したデバイス 
 
作製されたデバイスを使った吻合実験は、ラ
ットの大腿静脈で行った（ラットの大腿静脈
の口径がおよそ１ｍｍ程度）（図４）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図４  
 
吻合部の評価は肉眼的な観察の他、電子顕微
鏡、光学顕微鏡で評価を行った（図５－１，
２）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５－１光学顕微鏡   図５－２（SEM） 
 
吻合は 7例中 6例成功した。吻合部は多少の
狭窄をみとめたものの、血管内皮は同部で再
生されているのを確認した。一連の実験によ
り、陰圧を使用した、微小血管吻合の器械の
原理的な成功を証明することができた。 
 
 
Ｈ23年度： 微小血管吻合で用いる吻合様式
は大きく分けて、血管断端と血管断端同士を
つなぐ方法（端々吻合）と、血管断端と血管
の側面をつなぐ方法があり、Ｈ２３年度は、
端々と同様に重要な吻合様式である、端側吻
合に、陰圧を使ったデバイスを適応しようと
試みた。端側吻合は、血管の吻合様式は端々
吻合のそれと比較して、非常に複雑である。
また、端側吻合は本来、口径差のあわない、
大小の血管を吻合するために使用される方
法であり、大きな血管は通常、血管の側壁に
開窓部をつくり、そこに、小さな血管の断端
を吻合する。従って、大きな血管の両端は生
体と接続固定されたままであり、可動性は乏
しい。また、吻合に理想的な血管の外反形状
を維持するためには、血管はかなりの物理的
なストレス（折り曲げ、引っ張り等）をうけ
る。この形状をいじするために、比較的陰圧
を効率よく送るためにポンプを制御するこ
とが必要であった。そこで、デバイスの周辺
機器を作製し、ポンプの電子制御化を行った。
これにより、VaMAC の陰圧の切り替えを電子
制御でき、細やかな陰圧の調整ができるよう
になった（図６）。 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
図６ 電子基盤を組み 
込んだポンプシステム 



 

 

 
また、周辺機器を作製することで、血管が術
中にぶれてしまうことが軽減された。無数の
プロトタイプデザインを行い（図７－１，２）、
主に、デバイスの血管接触部の形状を Ex. 
Vivoもしくはラットで試験を行い(図８)、そ
の評価を行った。 
 
 
 
 
 
 
図７－１   図７－２ 
デバイスの血管挿入口 
の形状の一例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図８ ラットの大腿静脈での端側吻合用 
デバイスのプロトタイプを試用 
 
端側吻合の血管の接合様式は、端々吻合のそ
れと比較して、血管を外反させる形状が複雑
であり、端々吻合のときのごとく、ただのル
ープ上のデバイスから発生させる陰圧のみ
での保持は難しい。従って、デバイスは陰圧
を発生させるのみならず、血管を噛みこむ機
構をもち、血液の駆血と、血管壁がデバイス
から滑り落ちることを防止するための機構
を取り付けることが必要であった。  
また、端々吻合とは異なり、開窓部周辺の

血管壁の広がりが場所によってことなるた
め、単純な円形とはいかないことがある。今
後これを克服する形状を探る必要がある。 
 陰圧は異物を残さず、どこでも用意に伝達
できる、コストがかからない、半自動的にア
クチュエータとして作用するなど利点が大
きいが、最大の難点は、血管の保持力が金属
製の針等と比較して著しく劣ることである。
従って、常に、血管壁に無理な力がかからな
いように留意してデバイスの構造を設計す
る必要がある。 
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