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第1章　 緒 言

骨 髄 は血 球 を新 生 し之 を血 管 装 置に 排 出す る特 異

な器官 で あ り,骨 髄 血 管が この機 能 に 密 接 な る関 係

を有す る事 は云 う迄 もな い.故 に骨 髄 血 管 構造 に 関

す る知見 は骨髄 の生 理 病 理 を知 る上 に不 可 欠 の基 礎

的事 項で あ り,之 につ い て はRobin33)(1864)に よ

り内径 の大 な る静 脈 系 を証 明せ られ た るに始 ま り.

 Neumann27)(1869), Denys5)(1887), Venzlaff38)

(1911), Doan6)(1922), Nuβbaum28)(1923), An

seroff1)(1934)等 可 成 多数 の文 献 が あ り,又 本 邦

に 於い て も平山15)(1923),岩 男18)(1926),富 塚37)

(1934),橋 本10)(1936)等 の研究がある 当教室で

も大藤30)(1953)が 成熟マウス及 び家兎につ いてス

パルテホルツ式透明標本 によ り骨髄血管 の構造 を立

体的に明 らかに して よ り,大 枝31)(1954),片 山19)

(1954)に よる詳細なる研究が見 られ る.而 して之

等 の上記研究の多 くは下肢骨特 に大腿骨 につ いて行

われたもので,扁 平骨の血管構造 を記載 したものは

非常に少 く,殆 んど忘れ去 られたかの感がある.肩

甲骨につ いては僅かに橋 本9),平 本教授 ら14)の家兎,

大藤のマウス,熊 丸21)(1952)の 猫及 び人胎児に於

け る報告を見 るに過 ぎず,そ れ等 も全て簡単な る記

載に終つている.
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さて之等骨髄血 管系統の研究に於 いて,更 に之を

発生学的に考察 したものは従来甚だ少 く,僅 かに橋

本11)(1940),大 枝31)の家兎,河 崎20)(1954)の 家

鶏,伊 藤11)(1954)の 蛙,松 田25)(1955)の 人 胎兎

についての報告を見 るに過 ぎず,そ れ等 も四肢長管

骨に関するものにて扁平骨特に肩甲骨 についての研

究記載あ るを寡 聞に して知 らな い.

上記熊丸21)の人胎児肩甲骨 に関す る報告 も,胎 生

後半期に於け るもので,主 として骨表面 の血管系に

つ いて検索を試 みてお り,骨 髄血管については極め

て簡単に記述 されている挺過ぎない.

先 に大枝31)は家兎下肢骨のスパルテ ホル ツ式透明

標本 によつて,骨 髄血 管の発育過程 を胎生 初期 より

順 を追つ て観察 し,従 来不分明であつたその発生機

序を明 らかに した.

私は扁平骨骨髄血管の構造を究明す るに当 り,之

を人胎児扁平骨について試み,胎 生初期 より胎生末

期に及 ぶ人胎児 の肩甲骨 の観察を行 い,新 知見 を得

たので茲に報告 する.

第2章　 研究材料及び研究方法

研究材料:流 産死及び早産死直 後 の 人胎児60体

(第1表)を 使用 した.な お胎児月令は 最終月経 日

よりの算出法及 びHasse,国 友氏等の身長,坐 高 よ

りの算出法を綜合 して判定 した.

研究方法:上 記人 胎児 に於いて色素血管注入を施

行 し,ス パルテホルツ式透明標本 を作製 し,一 部は

連続 切片標本を作製 した.色 素は主 として臍帯血管

より1%ペ ル リン青或は墨汁を球結膜又は爪床の着

色を目標 として注入 し, 10%ホ ルマ リン固定 を充分

行つ て後,橋 本式交流電気脱灰機にて脱灰を行い,

次に型の如 く各 種濃度 のアルコールにて充 分脱水 し,

次にペンツオールにて一応透明度を得 させ たる後,

最後 に冬緑油(メ チルサ リチル酸)の 中に浸漬(24

時間以上)し て完全に透明体 とな した.扨 斯様に し

て製作 した骨標本を冬緑油に浸漬せ るまま双眼顕微

鏡にて観祭 し,複 雑なる血管走行の立体像の把握に

努めた.な お連続切片はチエロイジン及びパラフ ィ

ン包埋に より10～15μ の連続切片を作製 し,ヘ マ

トキシリン ・エオヂ ン複染色 を施 した.

第3章　 自 家 所 見

第1項　 胎生前期

以下各時期 を象徴せる所見を示 す胎児のみをあげ

て記載する.

第1表　 検 査 人 胎 児

I.胎 生1～2月

この時期の胎児に色素注入を行 うは技術的に 困難

で,パ ラフィン包埋に より連続切片 を作製 した.將

来の肩甲骨の出現部に相 当し軟骨 原基を認む.原 基

を形成せ る細胞は未熟な前軟骨細胞 の性状をもち一

様に密集 している.

II.胎 生3月

1)胎 児番号27

軟骨原基を形成せ る細胞は未だ未熟な前軟骨細胞

であ るが,中 央部は胞体が大で比較的疎に集 り周辺

に至 るにつれ胞体が少い細胞が密集して取巻いてい
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る.勿 論原始骨髄腔 の形成な く原基内に進入する血

管は認められない.

2)胎 児番 号54(写 真第1図)

軟骨原基の発達著明に して軟骨細胞は静止層,柱

状層,膨 化層の3層 に分れる.但 し柱状層の柱状排

列はやや不明瞭である.軟 骨膜 を認め特 に肩甲頸部

の軟骨膜は数層に重積し軟骨膜下には多数 の血管網

を認む,特 に棘基底部 の將来軟骨外化骨 の起 る部位

に相当 した所に血管網の発達が著明に認められた.

3)胎 児番号55

軟骨細胞の3層 は柱状層の排列も明瞭 とな り,肩

甲頸部の膨化軟骨細胞は基質がヘマ トキシリンに よ

り濃染 される.肩 甲棘基底部に於いて軟骨外化骨僅

かに開始 され膨化層に向つて軽度に楔状 に彎入 して

いる.

4)胎 児番号49(写 真第2図)

肩甲頸部の膨化軟骨細胞は基質が ヘマ トキシリン

によ り益 々濃染 され る.肩 甲棘 基底部に於け る軟骨

外化骨も発達 し,骨 梁を形成 してお り,同 時に関節

角部に於いても軟骨外化骨が開始せ られ るのを認め

た.

5)胎 児番号57(写 真第第3図)

肩甲頸部 の軟骨外化骨 は益 々発達 し骨梁を形成 し,

膨化せ る軟骨は楔状に彎入せ る新生骨層に より狭め

られている.し かして肩甲頸部の狭められた膨化層

の軟骨細胞は益 々大水泡状に膨大 してお り,周 辺の

新生骨梁間の3ケ 所 よりは,該 軟骨 内に向つて血管

メゼン ヒム組織 が進入 し,膨 大せる軟骨細胞 を吸收

して所謂原始骨髄 の形成が開始 されている.そ の内

特に棘基底部の骨梁間 より進入せるメゼンヒム組織

の発達著朗にて,軟 骨内紀深 く突出 している,軟 骨

内への動脈の進入は明瞭でない.

6)胎 児番号44

(挿図第1図 参照)(写 真第4図)

肩 甲頸部に進入 したメゼ ンヒム組織 は,軟 骨 組織

を吸收し互に融合 して骨髄腔を形成 しているが,軟

骨内化骨は未だ全 く見 られない.こ の骨髄腔内に肩

甲棘基底部 より骨皮質 を貫いて動脈枝が進入 してい

るのを認め,進 入方向に向つてやや走行 した る後2

枝に分枝 し, 1枝 は肩甲棘に沿い,他 枝は肩甲頸 中

央部に向い更に2枝 に分れている.こ れ とは別に関

節角の附近 より進入する別の細 い動脈枝 を認め,該

動脈は短 く末だ分岐を見ない.而 して之等動脈 に同

伴す る静脈枝は明瞭でないが,骨 髄腔 では静脈性血

管網を認め る.

第一図　 胎生3月 人胎児肩甲骨(胎 児番号44)

III.胎生4月

1)胎 児番 号48

(挿図第2図 参照)(写 真第5図)

原始骨髄は益 々拡大し肩甲頸部を要 として扇形を

呈し,内 軟骨性骨形成も開始 され る.栄 養動脈は棘

基底部 と肩甲頸部の2個 所 より進入 してお り,棘 基

底部よ り入つた動脈は関節窩部及び肩甲棘に小枝を

送 ると共に肩甲棘基底縁 に沿つて走 りながら数個の

分枝を出している.

肩甲頸部 より進入せる動脈 も関節窩部に小枝を送

ると共 に腋窩 縁に沿つて走りながら同様 に多数の分

枝を出す. 2個 の動脈につい ては,そ の主幹が互に

連絡 しているか どうか明瞭でないが,夫 々分枝を重

ねて広 く扇形に分布 している.栄 養動脈は原始骨髄

と膨化軟骨細胞層 の境に近づ くにつれ各分枝 は多少

の吻合あ り,骨髄 の末端に於 いては急に拡大 し静脈

系とな り,反 転 しで骨髄 中央部に向 うにつれ,内 軟

骨性 化骨によ り新生 された骨梁 の間隙を通 じ豊富な

吻合を営みつつ静脈竇網を形成 し,そ の内腔は動脈

系に比 し遙かに大き く粗大なる網眼を形成 してお り,

なお且中央部 に至るにつれて益 々その内腔を拡大 し

て,肩 甲頸部骨髄腔 の殆ん ど大部分を占めている.

而 してこの静脈系 と骨膜下血管網 との間には,軟 骨

外化骨に よる新生骨梁の間隙を通 じて多数の連絡が

ある.栄 養静脈は未だ発達不充分で,栄 養動脈に随

伴 して骨梁内を貫通 している微細な血管 として認め

られ る.

2)胎 児番号53

内軟骨性化骨益 々盛ん とな り動脈 の末梢に於け る

分岐吻合も多 く認め られ るようにな る.こ の期に始
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第2図　 胎生4月 人舌 児肩 甲骨(胎 児番号48)

めて関節窩部軟骨の烏啄突起根部附近 より2条 の軟

骨管が進入 し,先 端 は嚢状に終 る.該 軟骨 管は中心

部を1条 の細動脈が 走 り,そ の周囲を静脈網が取巻

き,特 に静脈網は軟骨管の壁に密着 し嚢状をかた ど

つて認められ る.

3)胎 児番号14

(挿図第3図 参照)(写 真第6図)

内軟骨性 化骨極 めて旺盛で,発 達せ る軟骨 外化骨 と

相俟つ て骨中央部は殆んど骨質によ り占有せ られ,

骨髄腔は肩甲棘 基底縁 と腋窩縁に圧排せ られ る.栄

養動脈は1つ は肩甲棘基底部 より進入後直 ちにa, b

両枝 に分れ,短 いa枝 は関節窩に向い多数

の分岐を行い, b枝 は肩甲棘 に小枝を送 り

なが ら肩甲棘基底縁に沿つて横走 し椎骨縁

に達 し,終 末は多数の細枝 とな り広 く分布

す る.他 の1つ は肋骨面の肩甲頸部中央よ

り進入 し,直 ちに関節窩に小枝を送 り前述

せ るa枝 と縦横に分岐吻 合を行 うと共に,

主幹は2～3の 係蹄を作 りなが ら分枝吻合

を重ね,腋 窩縁に沿つて下行 し,終 末は同

様 多数 の細枝 となり広 く分布す る.

静脈系 も同様2方 向に分れ るが,主 幹 と

みな され る1～2の 太い静脈 の他に,中 央

骨質部に近 く発達せ る骨質 により狭められ

て細 くなつた静脈がなお骨梁間隙を椎骨縁

に向い走つ ており,夫 々末端椎骨縁海綿質部 に於い

ては縦横に吻合を行い静脈竇を形成 している.

軟骨管も この時期には既 に多数進入 しており,烏

啄突起根部 附近 より進入す るものは2叉 に分岐 して

い る.

4)胎 児 番号15(写 真第7図)

骨髄栄養動脈は肩甲棘基底部 より進入 し,腋 窩縁

に向 うa枝 及び椎骨縁に向 うb枝 の両大枝

に分れ る. a枝 は腋窩縁に向 う途 中3本 の

小枝を関節窩に送ると共に,肋 骨面の肩甲

頸部中央よ り進入する栄養動脈 と吻合合流

して下行 し,更 に関節下粗面 より進入せ る

動脈 とも吻 合を行 う.関 節下粗面 より進入

す る動脈は関節角部 の厚い骨層 を弧を画 き

なが ら斜に上行 し,弧 の頂点に於いてa枝

と吻合す る. a枝 は更に腋窩縁 に沿つて下

行 しなが ら2～3の 係蹄を作ると共に,多

数 の分岐吻合を行い終末分枝に移行す る.

なお この時期に椎骨縁海綿質部に於いて,

肩甲骨背面 の骨表面 に分布する肩 甲回旋動

脈 より分れた微細 な動脈枝が骨質 を貫いて進入 し,

多数の細枝を分枝す るのを認めた.

静脈系は大体に於 いて動脈に随伴 し同様 の走行を

示 した.

第2項　 胎生後期

胎生5月 以後10月 に至 る胎生後半期 に於いては,

骨髄 血管構造には発育期を追 つた変化は僅少である

ので以下一括 して記載す る.

1)栄 養孔

肩甲骨 の栄養孔は 多数認められ,個 体 により多少

の差を認めた.胎 生後期に於ける周 甲骨 の栄養孔の

第3図　 胎生4月 人胎児 肩甲骨(胎 児番 号14)

数は男女,左 右別に任意の60例 についてみれば第2

表及び第3表 の如し.

即 ち栄養孔の総数 からいえば最少数2個,最 多数

10個 で通常4～6個 であ り, 60例 中42例 で過半数を

占め る.栄 養孔をその位置 より見れば背面 に於て通

常3～4個,肋 骨面 に於て1～3個,関 節下粗面 の

栄養孔はその半数に於いて認め られ多 くはその肋骨
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第2表　 栄 養 孔 総 数(男 女,左 右 別)

第3表　 栄 養 孔 の 位 置

総数(〓+♀)

面に近い部分より入 る,時 に更に1個 背面に近 くか

らも入る場合あり,而 して肩甲骨背面 の肩 甲棘 基底

部にある栄養孔は如何なる場合 にも認められ,か つ

最大であつた.な お男女の性別又は左右に よる有意

の差は認め られなかつたが,胎 生後期に向うにつれ

栄養孔の数は多少増加す る傾 向が見 られた.

2)骨 髄栄養動脈

(挿図第4図 参照)(写 真第8図)

前述の栄養孔を経 て肩甲骨背面では肩甲上動脈の

分枝が棘上窩の肩甲棘基底部の最大栄養孔 より進入

し,途 中関節窩 に向う小枝 を出 して後腋窩縁に 向う

a枝 と椎骨縁に向うb枝 の2大 枝に分れる. a枝 は

間もな く肩甲頸部 中央の背面又は肋骨面 より進入す

る動脈 と吻合 し腋窩縁を下る. b枝 は肩甲棘基底縁

に沿いながら外走し途中肩甲棘に2～3の 分枝 を送

り,そ れ等は分枝を重ねて肩甲棘 に広 く分布す ると

共に,棘 上窩 にも2～3の 分枝 を送 り同様分岐吻合

を重ねて密に分布す る.こ の間棘上窩にある1～2

の栄養孔 より進入す る動脈 と吻合す る.椎 骨縁に達

した動脈は終末分枝 となり多数の細枝を広 く横に張

り出している.

肩 甲上動脈,肩 甲切痕動脈或は肩甲回旋動脈が背

第4図　 人胎児肩甲骨骨膸動脈(胎 生後期)
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面 又は肋骨面の肩甲頸部中央にある栄養孔より進入

し,上 記肩甲上動脈のa枝 と吻合 し腋窩縁に沿い下

り,途 中関節窩 に1～2の 分枝 を送 ると共 に,関 節

下粗面 の栄養孔 より肩 甲回旋動脈の分枝が進入する

場合にはそれ と吻合合流 して後,係 蹄を作 りなが ら

多数 の分枝を末梢 に行 くに従 い広 く横 に延ば して漸

次椎骨縁 に及ぶ.

関節下粗面の栄養孔 より入 る動脈は厚 い骨層 を弧

を画 いて進入後,直 ちに関節窩に向 う小枝を分岐し

て後,肩 甲上動脈 のa枝 と吻 合する.関 節窩 に於い

ては,之 等棘基底部,肩 甲頸部 中央又は関節下粗面

より進入する動脈 の分枝を受け,各 分枝は多数 の分

岐 を重ねて互に密に吻合分布 している.

腋窩枝(a枝)及 び椎骨枝(b枝)の 末梢分枝 より

なる椎骨縁部海綿質部分の血管は, Y字 型或 はU字

型分枝を重ねて多数 の小 さい網 目を作 りなが ら遂に

動脈性毛細管となり,静 脈竇に直接連絡 している.

而 して腋窩縁の骨肥厚部或は椎骨 縁の所々 より小 さ

な栄養孔を経て骨内に進入す る血管が あり,之 等は

主幹動脈 の枝と吻合す ると共に,海 綿質部に多数の

小枝を出 し椎骨縁に於ける動脈分布の一助をな して

いる

3)骨 髄栄養静脈

(挿図第5図 参照)(写 真第9, 10図)

肩甲骨骨髄 の静脈の走行は動脈 の走行は動脈に大

体随伴 している.即 ち動脈性毛細 管が,そ の内腔を

拡大 しつつ漏斗状をな して静脈竇に移行 し,更 に集

合竇に注 ぐことに より始 まり,次 いで主幹静脈竇に

注 ぐか,或 は直接静脈竇 より主幹静脈竇 に注 ぎ,栄

養孔を経 て骨外に出るが,之 等 の主幹 静脈は骨外に

第5図　 人胎児肩甲骨骨髄静脈(胎 生後期)

出ると急速に その大きさを減 じている

主幹静脈竇 は腋窩縁を上行 して,途 中に関節下粗

面及び背面又は肋 骨面 の肩 甲頸部 中央の栄養孔 より

出る栄養静脈を分枝 しなが ら肩甲棘基底部 に向うも

の と,肩 甲棘基底縁 を横走するものとの2大 脈に分

れ る.之 等2系 は棘基底部 に於いて合流して間もな

く基底部にある大な る栄養孔を経て骨外に出 る.

なお静脈竇,集 合竇,主 幹静脈竇 の3部 は漠然 と

凡そ の区別がつ く程度にて,は つき りした区別がつ

いている訳ではない.

4)軟 骨管(写 真第9, 11, 12図)

関節窩 軟骨部及び烏啄突起に於い て多数の軟骨管

が存在 し,胎 生月令が進むに従 い進入数が多 くな り,

初め短い単管状を示 していたものが,漸 次分岐を重

ねて珊瑚樹状を呈して長 くなる.胎 生7月 になると,

烏啄突起根部附近 よ り進入した軟骨管は益 々発育が

盛んで軟骨管相互の吻合を認 めると共に,そ の中の

1枝 が真直 ぐに長 く延びて関節窩の中心部に向い,

後やや斜に下行 し関節窩部 の骨髄 血 管と連絡 してい

る.

第4章　 総 括 及 び 考 按

骨髄血管系統 の発生 に関す る研究は先にも述べた

ように甚だ少 く,そ れ等 も四肢長管骨に関する報告

にて,扁 平骨特に肩甲骨 についての研究記載 あるを

寡 聞に して知 らない.

私は人 胎児肩甲骨に於 いて,胎 生初期よ り胎生末

期に至る までの骨髄血管 の発生過程を,発 育期を追

つ て検索を行 い上記の如 き所 見を認めたので,茲 に

簡 単に総 括して項を分ちて検 討を試み る.

I .原 始骨髄

肩甲骨 の発生 は軟骨原期の出現に始 まり,そ の化

骨は軟骨外化骨に より開始され る事は成 書に も記載

され周知 の処であり,又 所謂原始骨髄は該軟骨外化

骨の出現に続いて発生 し,其 の原基は骨膜下又は骨

梁間に存する血管豊富なるメゼンヒム組織に由来す

る事は長管骨 と変 らず,既 にMaximow24)(1910),

 Dantschakoff4)(1909)等 の研究 によ り闡明せられ

ている所である.即 ち私 の検索例に於い ては,胎 生

3月 の中頃(胎 生10週)に 肩 甲棘基底部附近 より軟

骨化が開始され,少 し後れ て関節角部に も同様 化骨

が起 り,瀬 次辺縁に及ぶ.胎 生3月 後(胎 生12週)

には之等肩甲頸部 の化骨部の3個 所よ りメゼ ンヒム

組織 の進入あ り,軟 骨細胞を吸收 して所謂原始骨髄

を形成 してい る.而 して橋本11)は家兎 下腿骨 の組織
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学的研究により,原 始骨髄 原基 に於け る血管網は常

に静脈性血管よ りな り動脈は之 に関与せず,こ の静

脈性血管とメゼンヒム組織 より成る原始骨髄 原基に

対 し血管メゼン ヒム組織 と名付けている.大 枝31)は

之に対 し透明標本をも観察す る事によ り,軟 骨膜下

に將来栄養動脈とな るべ き,他 の血管網 より比較的

口径大なる動脈性血管の存在を認めて之を原始栄養

動脈と名付け,か つ原始骨髄の形成が開始 され 骨髄

内に進入せ る血管メゼンヒム組織 の中にもその分枝

が進入 している事 よ り,原 始骨髄 の形成には動 脈性

血管も等閑に附 し得ない事を強調 した.

私の検索例にては この時期の胎児に色素注入を行

う事が技術的に困難なために,透 明標本 による観察

という有利な研究方法を駆使す る事が出来なかつた

ので專ら組織観察のみに よつた故か,骨 膜下の骨梁

間隙を走る動脈 の存在を認めたが,原 始骨髄 内に於

いては密な静脈性血管網 にか くされたか動脈性血管

を見出す事が出来なかつ た

さて原始骨髄 出現の初 めに於ける血管メゼンヒム

組織の軟骨内進入は,他 の動物又同 じような発生の

仕方をする長管骨に例を取つてみると, Maximow24)

によれば通常各骨に1個 宛認め られ るものな りとせ

られ(哺 乳類), Dantschakoff4)に よれ ば 通常各骨

に1個 宛認められ るも腓骨に於 いては数個認 められ

るといい(家 鶏),之 に対 し大枝31)は家兎大腿骨 に

於て数個所,家 鶏についても河崎20)は2個 以上進入

しているのが普通であると述べているが,私 の肩甲

骨の例では先述せる如 く3個 所 より進入す るのを認

め,そ の内主栄養孔 とな るべ き肩甲棘基底部 よ り進

入せ る血管メゼ ンヒム組織は,他 の部 より進入 した

ものより違かに よく発達 しているのを認めた.

II.骨 髄栄養動脈の発生及び走行

骨髄 栄養動脈 の発生については異論のあ る所 で,

橋本11)は原始骨髄出現 の初めにはその明線なるもの

を証明す る能わず,原 始骨髄 の出現 より少 し後れて

初めて認め得 ると述べ ているが,大 枝31)は原始骨髄

出現以前軟骨膜下を走行す る動脈性血管があ り,將

来骨髄 の発育に従い漸次栄養動脈に移行 して行 く原

始栄養動脈の存在を認めている.私 の肩 甲骨に於け

る検索については橋本 の所見と大体一致 したが,直

ちに決論を下す事が出来ない事は前項に於いて述べ

た如 くである

即ち肩甲頸部 の3個 所 より血管メゼンヒム組織が

軟骨内に選入 し,そ の各部に間葉性骨髄が形成 され,

次いでそれ等の骨髄 は互に融合 して原始骨髄腔が形

成 され る.こ の原始骨髄 腔形成の直後に於いては動

脈性血管の走行は明瞭に認め られ,肩 甲棘基底部 よ

り進入せ る動脈は肩甲頸 中央部 より進入せる他 の動

脈 よりやや発達 している.胎 生3月 後期よ り開始せ

られた原始骨髄 形成は発育の進むに従つて益 々拡大

し,骨 髄腔内に連 入した2個 の動脈 も骨髄腔 の拡大

に従つて漸次分枝を重ね て行 き,肩 甲頸部を要 とし

て扇の 骨の如 く広 く分布す るが,胎 生4月 初期 より

開始せられ る軟骨内化骨は次 第に旺盛 とな り,軟 骨

外化骨 と相俟つて新生 された骨梁に より骨髄 腔は漸

次両側に圧排 され,骨 中央部 は殆ん ど骨質に より占

有 され るようになると共に,骨 髄 動脈は肩 甲棘基底

部 を中心 にして腋 窩縁に向 うもの及び肩 甲棘基底縁

を椎骨縁に向 うものの2方 向に分れ,と り残 された

椎骨縁海綿質部の細動脈は互 に吻合 し合 う事に より

横 に長い動脈網を形成 し,之 等2主 幹動脈 と連絡し

て中央骨質部 を囲むように分布 している.而 して胎

生4月 末上記海綿質部動脈網 に対 し,椎 骨縁の骨質

を貫いて小動脈が進入 して分枝を出す事 により密に

吻合して動脈合布の一助をな してい る.か か る血管

は発育の進むに従い腋窩縁の比較的骨質 の厚い部分

或 いは椎骨縁 の2～3個 所 より進入するのが見られ,

このような所 見は熊丸21)も同様胎生後半期の人胎児

肩甲骨に於いて認めている.而 して之等 は長管骨の

メタフ ィーゼ動脈に相 当す ると考えられDoans),

 Nupbaum28),橋 本12)が之 を副栄 養動脈 と呼称 し て

いるのにならい,熊 丸21)は之等血管 も副栄養動脈と

名付け ている.

胎生後期に於ける骨髄 動脈の分岐走行 については

熊丸の記載が あるが,そ れに よると肩甲棘基底部及

び肋骨面の肩 甲頸部の栄養孔 まり進入 した夫 々の栄

養動脈相互の連絡については明言していないようで

あ り,橋 本も人胎児下肢長骨骨幹に於いて2個 以上

の栄養動脈が存する場合には,之 等相互の間 には吻

合を認 めない と述べ ている 私の肩 甲骨に於け る所

見では,肩 甲棘基底部の栄養孔 より進入 した主幹動

脈は進入後関節窩に向 う小枝を出 した後a, b両 枝

に分れ, a枝 は腋窩縁に向つ て下行 し肋骨面或 いは

背面の肩 甲頸部 より進入する動脈 と主幹を以 て吻合

合流 し,又 関節下粗面 より進入する動脈があ る時に

は之 とも立幹に より吻 合合流 して腋 窩縁に沿い下行

す る.而 して熊丸は腋窩縁を下行す る主幹動脈は2

大枝に分れ て腋窩縁に沿い下角に向 うものと,椎 骨

縁に向つ て蜿蜒 と走 る枝 とを認 めると述べているが,

私の観察例に てはかか る走行 は見られず,上 述せる
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如 く夫々吻合合流 した後 の主幹動脈は2～3の 係蹄

を作 りながら多数 の分枝を出して椎骨縁に向つて横

に広 く分布を営 んでい る.

肩甲棘基底縁を横走す るb枝 も分枝を肩甲棘及び

棘上窩に送 りなが ら椎骨縁に達 し,之 も多数の分枝

を横に広 く分布させ てい る.

III.骨 髄栄養 静脈の発生及 び走行

骨髄 内静脈系の研究はRobin33)に 始 まり, Neu

mann27)は 骨髄 静脈系に静脈竇 なる名称 を附 し,そ

の後Venzlaff38),岩 男18),橋 本9)等の研究 あり,大

藤30)は成 熟家兎及びマウスの大腿骨につき骨髄内静

脈系は静脈竇,集 合竇,主 幹 静脈竇の3部 に分 ち得

ると述べ てい る.而 して静脈系の発育過程について

の報告は少 く橋本10),大 枝31)の家兎長管骨に於ける

記載を見 るのみであ り,肩 甲骨の静脈系についての

研究は 見られない.私 は人胎児肩甲骨の骨髄 静脈系

についても動脈系同様その発育過程を追つた観察を

行つた.即 ち原始骨髄形成の初期に見出された混然

たる静脈性血管網 は胎生が進み骨髄腔が拡大せ られ,

内軟骨性化骨も開始せられ,動 脈分枝 の進入分岐が

明瞭 とな るにつれ て動,静 脈移行部 は明 らか とな り,

 Y字 状或 いはU字 状の動脈終末枝の末端は急に拡大

して静脈系に移行 し,更に180度 回転 して骨髄 中央に

向 うが,動 脈と異な り新生骨梁の間隙を通 り盛 んに

吻合を営み静脈竇網を形成 している.而 して胎生初

期静脈系は動脈系に比 してその内腔 も甚だ広大であ

り,そ の静脈壁の壁構造は一般 の静脈壁に比 し頗 る

菲薄で単に一層 の内皮細胞層のみから成立 している.

胎生4月 初期に栄養動 脈に随伴して骨皮質な貫 く

栄養静脈が認め られ るも,な お主幹静脈竇,集 合竇,

単位静脈竇網等は形成 されない.骨 髄 静脈は胎生4

月中頃 より新生骨梁に圧排せられ て骨髄腔が2分 さ

れ るに従 い,栄 養動脈と同 じように肩甲棘基底部を

中心に して,腋 窩縁に向 うもの及び肩甲棘基底部 を

椎骨縁に向 うものの2方 向に分れ るようにな ると共

に,直 接栄養静脈に連絡 しそれ等2方 向に進む内腔

特は広濶 な主幹静脈の形成が始 まり胎生5月 になる

と既 に主幹静脈竇,集 合竇,静 脈竇網を認め られ る

に至 る.胎 生後 期に於け る骨髄 静脈の走行は大体動

脈に随伴 した ような走行を示す.

IV.栄 養孔

栄養動脈の進入す る部位に関 して はSudakewit

sch35),岩男18)等は長管状 骨の主要 骨髄血管はほぼ一

定の位置 より出入すると云 い. Siraud34), Anseroff1)

等は凡そ一定であるが個体的差位 も少 くないと述べ,

橋本10)は家兎 の研究に基き栄養管は長骨に限らず他

の全骨系統 に於いて もほぼ一定 した位置に存するも

ので ある事を述べている.家 兎に於ける所見が直 ち

に人体に適用 され得 るものではないが,私 の人胎児

肩 甲骨に於け る所見では,常 に存在する棘上窩 の肩

甲棘基底部 の主栄養 孔以外に多数の栄養孔を認 め,

それ等は常に存在す るとは限 らないが進入する場合

にはほぼ一定 した部位 に見出 され た,か かる所見は

熊丸21)も人胎児及び成人の肩甲骨に於いて同様な成

績を認めてい る所である.即 ち肩 甲骨の栄養孔を数

についてみれば

a.人 胎児肩甲骨 の栄養孔総数は最多10個,最 少

2個 であ り,通 常4～6個 で60例 中42例 で過半数を

占めている.熊 丸21)の報告 について見ても同様2～

10個 を認め, 4～6個 の ものが50例 中25例 であつた

として大体同 じような結果を 見でいる.

b.栄 養孔の数をその位置 より見れば,背 面では

通常3～4個 で60例 中46例 に見られ る,肋 骨面では

1～3個 で特に優位の数を示すものはなかつた 関

節 下粗面 には60例 中28例 に栄養孔を認め,そ の内4

例に於いて2個 認められその内1個 は背面 に近 く見

出された.

次に栄養管が骨皮質を貫通する状態につ いては,

成熟時に於いて各 骨に個有の方 向を もつ てい る事は

Berard2)(1884),橋 本10),大 藤30)等が 記載 してお

り, Anseroff1)は 人体長管骨骨体部の主栄養管の方

向及び太 さ等は年令に応 じで規則的な変化を行うと

述べている.橋 本10)は家兎の全ての骨系統に於け る

主要栄養管は各骨に相当しそれ等の長軸又は骨皮質

に対 しほぼ一定 の方向を示す とし,之 等の栄養管を

その骨皮質に対する傾斜 角度 より2種 に区別 してい

る.即 ち第1は 諸種長管状骨骨体部の主要栄養管の

如 く,骨 皮 質に対 して斜 の方向 より之を貫 くもので,

之 に属す るものは一般に厚い骨皮質を貫き完全な管

腔 を形成 し,そ の管腔内には普通動,静 脈相随伴し

て通過す る.第2は 長管状骨のエ ビフイーゼ及びメ

タフイーゼに見 るように骨皮質 に対 してほぼ垂直の

方向より之を貫 くもので,之 に属す るものは一般に

骨皮質の薄 い部 分に存 し,し かも栄養 管としての形

状不完全 にして管腔 も第1群 のものに比 し比較的広

いのを普通 とし動,静 脈は必ず しも相伴わず して通

過す ると述べている.

私の人胎児肩甲骨に於ける成績では,棘 基底部及

び関節下粗面の比較的骨質の厚い部を除 く他 の栄養

孔は,血 流の方向 と直角に骨内に進入 し,橋 本10)の
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云 う第2群 の ものに属 し発育に よる変化 は見出 され

ない.関 節下粗面 よ り入 り強 く弧を画いている栄養

管は胎生後 期に向 うに従 い弧 を画 く事が少 く血流の

方向と反対 に斜に上行す るようになる.棘 上窩 の棘

基底部の栄養管は太 く短か くやや斜に骨皮質 を貫 く

が発育に よる変化は見られなかつた.

V.軟 骨管の発生

軟骨管についてはLanger22), Friedlander7)(1904),

 Bidder3)(1906), Lexer23), Hintzsche8)(1928)そ

の他多 くの研究 あり,該 軟骨管は骨端軟骨の栄養及

び化骨に関係ある事 は 衆 知 の 事 で あ る.而 し て

Hintzsche8)は 軟骨管が初めて軟骨内に進入 す る を

見るのは胎生3月 の後半 とし,最 所16)(1949)の 人

胎児足根骨の研究並びに百武26)(1950)の 人胎児大

腿骨近位端の研究において も,大 体3月 の後半から

胎生4月 の初頃に軟骨管の進入 が認あ られ,中 島29)

(1951)も 胎生4月 前半 で人胎児胸骨に おいて軟骨

管の進入 を認めてい る.

私の人胎児肩 甲骨につ いての検索にて も,胎 生4

月初(胎 児番号53)に 関節窩部 軟骨 の烏啄突起根部

附近より進入す るのを認 め,以 後胎児 月令の進むに

従い関節窩部軟骨及び烏啄突起に多数の軟骨管進入

を認め,進 入時 期の早い軟骨管程発育良好で多数の

分岐を行い,胎 生7月 になると烏啄突起根部附近 よ

り進入 し,よ く発達 した軟骨 管の1条 が関節窩部の

骨髄血管と連絡する.

熊丸21)は関節窩部軟骨及び烏啄突起に進入す る軟

骨管の存在には少 しも触れていないが,胎 生4ケ 月

の胎児において軟骨枝(椎 骨縁)と 骨 との境界部に

多数の星状の血管を形成 し,そ のやや内方に軟骨管

を認めたといつ ている.か かる星状血管は骨表面の

血管の終末の一型式ではないか と思われ,私 の肩甲

骨における成績で も胎生4月 後 半(胎 児番号14)に

著明に認 められ たが,そ れ以後 の胎生期においても

僅かに認め られ た.し かしその内方に軟骨管は認め

られなかつた.

軟骨管内の動,静 脈の走行は橋本13),大 枝31)等の

記載している所見と変 らない.即 ち動脈性血管は軟

骨管のほぼ中心を直線的に走 り,そ の数は1本 で軟

骨管の分岐部以外では分枝を出す事 は少い.動 脈の

末梢は軟骨管の先端近 くまで達 し,漏 斗状に拡大し

つつ静脈に移行 して2～3本 に分岐 し,更 に軟骨管

先端の静脈網に移行 してい る.静 脈性 血管は軟骨管

の軟骨内進入部附近 では1本 の事が多いが,之 より

少 し進入すれば多数に分岐 し,か つ之が互に吻合し

網状をなし動脈を周辺 より取巻いて進入 し軟骨管先

端の静脈網に移行 してい る.

第5章　 結 語

私は胎生初期 より胎生末期に至 る人胎児60体 の肩

甲骨につ いて,色 素注入せ る透明標本及び組織切片

に より,骨 髄 血管の発育過程 を研究 し次の成績を得

た.

1.肩 甲骨におけ る原始骨髄 形成は,胎 生3月 後

期(胎 生12週)に 肩 甲頸部の3個 所 より進入す る原

始骨髄 原基により開始され,原 基は血管を伴 うメゼ

ンヒム組織に由来する.

2.栄 養動,静 脈発生の初めは原始骨髄 腔 の拡大

に従つて肩甲頸部を要 として扇形に広 く分布 し,静

脈は主幹,末 梢の区別な く動脈系に比 し内腔 遙かに

広大で組織間隙の様相 を呈 している.

3.胎 生4月 にな ると内軟骨性化骨 も開始され,

骨形成が進むに従つて肩甲骨 中央部は殆ん ど骨質に

より占められ るようになり,胎 生4月 末血管系は肩

甲棘基底部を中心に して2分 され ると共に,取 り残

され た椎骨縁の海綿質部 に副栄養血 管の進入が始 ま

り血行の一助 をな している.

4.胎 生5月 以後の骨髄血 管分布形式 には,胎 生

月数 による変化は余 り認められない.

栄養動脈は肩甲棘基底部 よ り進入 し2枝 に分れ,

 1枝 は肩 甲棘基底縁を椎骨縁 に向い, 1枝 は腋窩縁

に沿い下行 し途中1～2の 他 の栄養孔よ り進入す る

栄養動脈と吻合合流 し,末 梢は細枝を出し椎骨縁 に

沿つて広 く横 に延びて中央骨質部を囲む.

栄養静脈には主幹,末 梢の区別が認められ る.

5.最 少数2,最 多数10,通 常4～6個 の栄養孔

を認め発育に従い多少増加の傾向を認めた.如 何な

る場合にも存在する最大な る主栄養孔は肩 甲棘基底

部に あり,そ の他の栄養孔 も存在す る場合には大体
一定の位置に認めた.

6.胎 生4月 初め関節窩軟骨部 の烏啄突起根部附

近に軟骨管の出現を認め,特 定の発育様式をと り関

節窩部軟骨の周辺及び烏啄突起に多数の軟骨管進入

を認 め,胎 生7月 その1条 が関節窩 部骨髄 血管 と連

絡す.

擱 筆するに当 り御 懇篤な る御指導 と御校閲を忝 う

せ し恩師平木教授 並びに大藤助教授又直 接御教示を

受けた博愛会病院大枝博士に深甚 の謝意を表す.

(尚本稿要 旨は第18回 日本血液学会に於いで発表

した)

(参考文献は第3編 末尾に掲載す)
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Studies on the Construction of Medullary Vessels in the Flat-Bones 

of Human Embryos

Report I.

Scapula

By

Tetsuzo Shiromoto

Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School
(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

With transparent specimens (Spalteholz's method) injected with dyes and tissue sections, 

the author studied the developmental course of medullary vessels in tne scapula of 60 human 
embryos for the periods covering the first embryonal stage to the terminal stage, and obtained 
the following results.

1) The primary bone marrow in scapula starts its formation in the latter part of the 
third embryonal month (twelfth gravid week) with the primary medullary primordium which 

penetrates into three sites in the neck of scapula.
2) Nutrition arteries and veins (A. and V. nutricia) start to develop along with the 

enlargement of the primary medullary spaces and are distributed beginning at the neck of 
scapula radially and extensively, and veins, with no distinction of trunk and capillary, possess 

the vascular diameter far larger than that of arteries, presenting a picture of intra-tissue 
spaces.

3) By the fouth embryonal month, enchondral ossification starts, and along with the 

progress of bone formation the central part of scapula is almost completely occupied by bony 
substance. In the latter part of the fourth embryonal month, the blood vessel system is 
divided into two parts having the base of spina scapulae as the center, at the same time 

auxiliary nutrition vessels begin to penetrate into spongy substance of residual Margo verteb
ralis, thus offering an aid to the blood circulation.

4) No marked changes with the progress of gravid month can be observed in the mode 
of distribution of medullary vessels later than the fifth embryonal month. The nutrition 

artery enters into scapula from the base of spina scapulae and divides itself into two branches. 
One of the branches runs along the lower edge of the base of spinsa capulae towards Margo 

vertebralis while the other descends along Margo axillaris and on its way anastomoses with 
nutrition arteries coming from one or two other nutrition canals, and finally sends out minute 
capillaries, elongating extensively cross-wise along Margo vertebralis; and these capillaries 

surround the central part of bony substance. Now the trunk and peripheral vessels can be 

distinguished in nutrition veins.
5) The minimum of two, the maximum of ten and usually 4-6 of nutrition canals have 

been recognized, and a slight tendency of an increase in number of these canals is observable 
along with the progress of growth.

The largest and most commonly found nutrition canal is located at the base of spina 

scapulae. and when other canals do exist, they are generally located at a fixed location.
6) In the beginning of the fourth embryonal month, cartilaginous canals appear near 

the root of coracoidal process in the cartilarginous part of Fossa articularis, and assuming 
a peculiar mode of development, many of these canals are seen penetrating into the vicinity 

of the cartilaginous part of Fossa articularis and into the coracoidal process; and in the 

seventh embryonal month one of these canals is communicated with the medullary vessel of 

Fossa articularis.
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城 本 論 文 附 図

第1図

胎生3日(胎 児番 号54)

肩甲骨 原基(「 ヘ ・エ 」 複染 色)

第2図

胎生3月(胎 児番号49)

肩甲骨原基(「 ヘ ・エ」複染色)

A-軟 骨 外化骨に よる肩甲 棘 基 底部

の新生骨梁

B-ヘ マ トキシ リンに より濃 染せ る

膨化軟骨

第3図

胎生3月(胎 児番 号57)

肩甲骨原始骨髄(「 ヘ ・コ」 複染色)

A-肩 甲棘基底部新生骨梁

B-関 節角部新 生骨梁

C-膨 化軟骨細胞層

D-原 始骨骨髄

第4図

胎生3月(胎 児番 号44)

肩甲骨原始骨髄(「 ヘ ・エ」複染色)

第5図

胎生4月(胎 児番 号48)

肩甲骨骨髄 血管(「 ヘ ・エ」複染色)

A-骨 髄動脈

B-骨 髄静脈

第6図

胎生4月(胎 児番号14)

肩 甲骨骨髄血管(透 明標本)

I-腋 窩縁 を下 る骨髄動脈

II-骨 髄 静脈

III-軟 骨部の星状を呈す る血管
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第7図

胎生4月(胎 児番号15)

肩甲骨肋骨面(透 明標本)

I-背 面よ り進入せる副栄養動脈

II-背 面を走る肩甲回旋動脈

III-関 節下粗面 より進入す る骨髄栄

養動脈

第8図

胎生7月(胎 児番号17)

肩甲骨骨髄 血管(透 明標 本)

I-骨 髄動 脈末端

第9図

胎 生5月(胎 児番 号1)

肩 甲骨骨髄静 脈(透 明標本)

I-関 節下粗 面より進入す る栄養静

脈
II-分 岐発達せ る関節窩部軟骨管

III-単 管状の関節窩部軟骨管

第10図

胎生6月(胎 児番号5)

肩 甲骨骨髄血管系(透 明標本)

第11図

胎生7月(胎 児番号20)

肩甲骨関節窩部(透 明標本)

I-関 節窩部骨髄血管 系

II-烏 啄突起根部附近 より進入 し骨

髄 血管 と連絡せる軟骨管

第12図

胎生8月(胎 児番 号18)

肩 甲骨関節窩部(「 ヘ ・エ」複染色)

A-関 節窩部骨髄

B-骨 髄 と連絡せ る軟骨管


