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第1章　 緒 言

私は先に第1編 において肩 甲骨骨髄血管について

発生学的検索を試み,次 に第2編 においては寛骨特

に腸骨について同樣の研究を行 い報告 したが,更 に

第3編 として坐骨及び恥骨における骨髄血管につい

て記述する.人 胎児の寛骨骨髄血管につ いての研究

は先にも述べた ように殆ん ど見 出せず,僅 か に 平

井16)の胎生後半期における記載を見るだけであるが,

それも簡単な記載にて補足訂正の余地なしとしない.

従つて私は薙に人胎児寛骨の坐骨及 び恥骨骨髄 血管

構造 を究明し聊 か新知見を得たので報告する.

第2章　 研究材料及び研究方法

研究材料は第2編 において使用 した人胎児60体 の

寛骨にて,そ の坐骨及び恥骨について検索 した.

研究方法は主 として色 素血管注入に よるスパルテ

ホル ツ式透明標本に より,一 都 はヘマ トキシ リン ・

エオヂン複染色を施せる連続切片標本に より検索し

た.而 してその作製方法 は第1編 に記述せるを以て

省略する.

第3章　 自 家 所 見

第1項　 胎生前半期

以下各時期 を象徴する所見を示す胎児のみについ

て述べ る.

I.胎 生1～2月(写 真第1図)

將来の寛骨の出現部 に相 当し軟骨原基を認め,坐

骨と恥骨は末端が遊 離 してい る.原 基を形成 せる細

胞は未熟な前軟骨細胞の性状を もち一樣に密集して

いる.

II.胎 生3月(写 真第2図)

軟骨原基の発達は著明で,胎 生3月 初(胎 児番号

54)に おいて坐骨 と恥骨の遊離せる末端は癒合 して

閉鎖孔を形成 する.

この時期を通じて原基 を形成する細胞はなお米だ

未熟な前軟骨細胞の性状 を保 ち 一樣 に密集 してい

る.

III.胎 生4月

1)胎 児番号53(写 真第3図)

坐骨は坐骨体内面の1点 を中心に して軟骨細胞は

膨化層,柱 状層,静 止層 の3層 が明瞭 となる.但 し
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柱状層の柱状排列はやや不明瞭であ り,膨 化層の軟

骨細胞はその基質がヘマ トキシリンにより濃 染され

てい る.軟 骨外化骨に よる骨梁形成は なお未だ認め

られない.

恥骨を形成せる細胞は前軟骨細胞で一樣に密集し

ている.

この時期に始めて軟骨管を認 め,寛 骨臼窩及び坐

骨外側面 の寛骨臼窩辺縁 より夫々1条 づつ進入 し先

端は嚢状に終 る.軟 骨管は米だ単管状にて中心を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.

2)胎 児番号47

坐骨の主幹動脈は坐骨寛骨臼部 の内面坐骨棘の近

くより進入 し,直 ちは上下の2枝 に分れ,各 枝は2

～3の 分岐を行つている.主 幹動脈の進入部 より頭

側において小動脈枝の進入あ り, 2～3枝 を行い,

主幹動脈の上行枝 と吻合を行つている.内 軟骨性化

骨は旺盛で,静 脈系は これ等内軟骨性化骨 により新

生 された骨梁の間隙を通 じ豊富な吻合を営み,粗 大

な静 脈竇を形成 してお り,末 だ主幹,末 梢の区別は

明らかでない.

恥骨 においては未だ変化 を認めず未熟な前軟骨細

胞によ り占め られてい る.

寛骨臼窩においてはその表面を走る血管は閉鎖動

脈の分枝であ り,寛 骨臼窩横靱帯の下を通 り寛骨臼

窩 に入つた寛骨 臼枝は直ちに2枝 に分れ,夫 々坐骨

側及 び恥骨側に近 く上行 して腸骨側に向いその間各

枝は2～3の 分枝を 出し,各 分枝は更に微細なる分

枝を出 して互に吻合連絡 して密 な毛細血管網を作つ

ている.之 等の寛骨臼枝の分枝は又軟骨管 として寛

骨臼部軟骨内に進入 している.

この時期における軟骨管は寛骨臼部 にお いて腸骨

側に2条,恥 骨側に2条,坐 骨側に3条 認 めると共

に,坐 骨外側面の寛骨臼窩 辺縁に3条.恥 骨外側面

の寛 骨臼窩辺縁に2条 夫々進入し,之 等は未だ全て

単管状にて先端は嚢状 に終 る.

IV.胎 生5月

1)胎 児番 号11(写 真第4図)

坐骨骨髄動脈系については骨髄腔の拡大に伴ない

多少の分岐吻合を認めるも,そ の分布樣式は胎児番

号47の 場合 と余 り変 らない.静 脈系は この期に始め

て栄養静脈を明 らかに認め,主 幹末梢の区別がやや

明瞭 となつ て来る.

恥骨は寛骨臼部内面 の軟骨細胞は胞体が大となり,

比較 的疎に集 り周辺に至るにつれ胞体の少い細胞が

密集 して取巻 いている.

軟骨管は寛骨臼窩 では 腸骨側に3条,坐 骨側に4

条,寛 骨側に3条,坐 骨寛骨臼窩外側面 では5条,

恥骨寛骨臼窩 外側面では6条 の進入を認 め,そ の内

10条は夫 々2～3叉 に分岐を行つているが,未 だ骨

髄血管 との連絡或は軟骨管相 互の連絡は認められな

い.

2)胎 児番号12

坐骨骨髄血管系には特 記すべ き変化を認めない.

恥骨は恥骨寛骨臼部内面 において軟骨外化骨が僅

かに開始せ られているのが認められ,そ の部を中心

に して軟骨細胞は膨化層,柱 状層,静 止層 の3層 が

明瞭 となる.膨 化層 の軟骨細胞はその基質がヘマ ト

キシリンに より濃染 されている

軟 骨管の進 入部位及び数には余 り変化 が見られな

いが よく発達 し軟骨内に深 く進入 している.坐 骨寛

骨臼窩外側面 より進入す る5条 の軟骨管 の内2条 は

特に発達 し, 4～5叉 に多数の分岐を行 い珊瑚樹状

に法がつているが,そ の内の1枝 は坐骨骨髄 血管 と

連絡する.

6)胎 児番号1(挿 図第1図 参照)

A.坐 骨

骨髄 動脈は坐骨寛骨臼部 内面坐骨棘に近 くより進

入 し,間 もな く上,下2枝 に分れ る.上 行枝はやや

後外側に上行 して後再び2枝 に分れ後枝 と後上枝 と

なり,後 上枝は間 もな く前方閉鎖孔縁に向 う前枝を

出しそれ等の分枝 も又2～3の 分岐を行 い広 く分布

しているが,係 蹄形成は認められ ない.下 行枝 も間

もな く後枝 と後下枝 に分れ るが,下 行枝の分枝は上

行枝 よりも盛んでかなりの分岐 吻合 を行い係蹄を作

つ て広 く分布 している.

静 脈系は動脈に同伴し坐骨寛 骨臼部内面にて動脈

の下方 より入 り,骨 髄内 の走行は大体動脈に同伴 し

て広 く分布 している.

B.恥 骨

動脈は恥骨寛骨臼部 内面 より進入 し前方に向い,

途中上行する小枝を出 した後やや下方に向 う前下枝

と上枝に分れ,各 枝は夫 々3～4の 分枝を行 う.又

主幹動脈の進 入部 より上方閉鎖孔の近 くより進入す

る小動脈あ り,進 入後に前枝 と後上枝に分れ,夫 々

2～3の 分枝を行い,分 枝をもつて主栄養動脈の後

上枝 と吻合 している 静 脈は動脈に同伴 して恥 骨寛

骨臼部内面にて動脈の下位 より入 り前方に向い,間

もな く上,下2枝 に分れるが,各 枝は多 くの分枝を
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第1図　 胎生5月 人胎児寛骨(胎 児番号1)

坐骨 1)後 枝 2)後 上枝 3)後 枝

4)後 下枝(骨 髄動 脈)

恥骨 1)上 枝 2)前 下枝(骨 髄動脈)

出し互に吻合して動脈より密に分布 している.

C.軟 骨管

寛骨臼窩においてその表面に分布 している閉鎖動

脈の寛骨白枝は,そ の末端が寛骨臼窩にある可成 り

厚い結合組織内及び寛骨臼軟骨内に僅かに進入 し,

更に軟骨管 となつて軟骨内に深 く分枝を延ば してお

り,軟 骨管は進入部位及 び進入数に変化は見られな

いが,益 々発達 して特 に腸骨側 に向つて進入 してい

るものは発達著明で多数の分岐を行 い互に吻合して

複雑な走行を示 している.

坐骨及び恥骨外側面の寛骨臼窩辺縁 には夫々5条

の軟骨管進入あ り発達著明で,そ の内3条 は4～5

の分枝を行い軟骨内に深 く進入 し,坐 骨ではそれ等

の1枝 が坐骨骨髄 と連絡 している.

この時期に更に坐骨外側面 の坐骨結節下部に4条,

恥骨結合面 の後下部に2条 の軟骨管進入が認 められ,

それ等は未だ全て単管状を示 している.

第2項　 胎生後半期

(胎生6～10月)

1)坐 骨骨髄 血管

(挿図第2, 3図 参照)(写 真第5, 6図)

胎生後期における坐骨骨髄 血管構造には それ等の

間に著明な変化は認められない.

動脈は坐骨寛骨臼部内面坐骨棘の近 くより進入 し,

間もな く上,下2枝 に分れ る.上 行枝はやや後外側

に上行 し,途 中小 さい前枝を出 した後2枝 に分れて

後上枝 と前上枝 なり,各 枝は多数の分岐吻合を行つ

て,網 眼を作 りながら広 く分布 している.時 に主栄

養動脈の進入部 より上側において静脈を同伴 して進

入する小動脈が あり,主 栄養動 脈の前上枝 と吻合す

る.下 行枝は後枝及 び前枝に分れた後縦横 に多数の

分岐吻合を行つて係 蹄を作 り,更 に網眼を作つて広

く密に分布す る

静脈は動脈に同伴 してその下方 より寛骨臼部 内

面坐骨棘の近 くより入 り,進 入後の走行は間 もな く

上,下 の2枝 に分れ て後更に放射状に多数 の細枝を

出して広 く分布するもの(I型),進 入前2枝 に分れ

動脈を狭んで2個 所 より進入後夫 々上,下 両側に多

数の分枝を出 して広 く分布 し,骨 髄 内で互に連絡 し

ているもの(II型),坐 骨寛骨 臼部内面の坐骨棘の近

くより進入す る主栄養静脈の他に上位よ り進入する

副栄養静脈があつて,主 栄養静脈の上行枝 と吻合す

るもの(III型)がある.胎 生後半期任 意の40例 につい

て見 ると, I型 は40例 中20例 に, II型は40例 中8例

第2図　 人胎児坐骨骨髄動脈(胎 生後半期)

第3図　 人胎児坐骨髄静脈

(胎生後半期)
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に, III型は40例 中12例 に認められた.

2)恥 骨骨髄血管

(挿図第4図 参照)(写 真第7図)

恥骨骨髄 の栄養動脈は閉鎖動 脈の分枝が恥骨寛骨

臼部 内面下部 より入 り,進 入後真直 ぐに前方に向い

途中短い後上枝 と長 い後下枝 を分枝 して後,前 下枝

及び前上枝に分れる.各 枝は多数の分岐吻合を行い

互に連絡してい る.殆 ん どの場 合において,生 栄養

動脈の進入部 より上位に静脈を同伴 して進入す る副

栄養動脈あ り,進 入後 多数の分岐 を行い後 上部に分

布 し主栄養動脈の後上枝,前 上枝とも連絡する.か

かる副栄養動脈の見られない場合には前上枝は再び

2枝 に分れて後 上部に も分枝を延ば している.稀 に

前上枝及び前下枝の代 りに主栄養孔 と対側の恥骨寛

骨臼部 の内面前方より大なる栄養孔 を通つて動,静

脈が進入する事 あり,進 入後2枝 に分れ前上枝及び

前下枝 とな り,分 枝を以て互に後上枝及び後下枝 と

吻合す る.又 少数例に於いて閉鎖動脈の恥骨枝 と下

腹壁動脈の盛んな吻合動脈網 より分れ て恥骨骨髄の

前上部に進入 し,主 栄養動脈の前上枝 と吻合す る副

栄養動脈の存在するのを認 めた.

静 脈は動脈に同伴 してその下方 より進入 し,そ の

骨髄内走行は大体動脈に随伴 している.

第4図　 人胎児恥骨骨髄動脈(胎 生後半期)

3)軟 骨管(写 真第8図)

胎生6月 初(胎 児番号37)坐 骨寛骨臼窩部外側面

より入る10条 の軟骨管の内6条 は発達著明 で4～5

の分枝を行つてお り,坐 骨骨髄 に近い所よ り進入す

る軟骨管は深 く軟骨 内に5枝 を延ば し,そ の内の1

枝は坐骨骨髄の方に向い,骨 髄 の直前にお いて更に

2枝 に分れ,夫 々坐骨骨髄 と連絡 している.

坐骨体内側面 に3条 の単管状 の軟骨管進入を認め

る.

恥骨結合面 に5条 の軟骨管を認め,そ の内早 期に

進入した下部の2条 は2～3叉 に分岐 している.

胎生6月 中頃(胎 児番号5)に は寛骨 臼窩 の坐骨

側に進入す る5条 の軟骨管の内,坐 骨骨髄 に近い所

に進 入す るものは1分 枝を坐骨骨髄 の方 に送 り之 と

連絡す る.腸 骨側に進入せる軟骨管は益 々発達 して

分岐吻合 し,そ れ等の2枝 は延びて腸骨骨髄 と連絡

する.

恥骨体内側面に も新 し く進入す る2条 の単管状軟

骨 管を認め る.

胎生7月 初(胎 児 番号42)に おいて,腸 骨稜前後

両部 の比較的厚い軟骨部 に夫 々2～3条 の単管状軟

骨管 の進入す るのを認めた.

胎生7月 末(胎 児番号20)恥 骨寛 骨臼窩外側面 よ

り進入す る7条 の軟骨管の内,恥 骨骨髄に近い所 よ

り進入す るものは4叉 に分岐せる分枝の1つ を恥骨

骨髄 に送 り之 と連絡する.

胎生8月 中頃(胎 児番号35)寛 骨 臼窩において恥

骨側に進入す る軟骨管の内1枝 が恥骨骨髄 と連絡す

る.

胎生9月 末(胎 児 番号21)各 部 よ り進入せる多数

の軟骨 は全 て3～6叉 の分岐を行 い,珊 瑚樹状に

広 く枝を張 り,他 部 よりの軟骨管 と吻合を行 い複雑

な走行を示 している.即 ち寛骨臼窩 よ り進入せ る軟

骨管は坐骨側においては坐骨寛骨臼窩外側面 よ り,

或は 坐骨体の内側面 より進入する軟骨管 とも吻合を

行つ てお り,坐 骨骨髄は坐骨寛骨臼窩外側面よ り進

入す る軟骨管 と4条,寛 骨臼窩坐骨側に進入 する軟

骨管 とは1条 の連絡を行つ ている.腸 骨骨髄 も寛骨

臼窩 より進入 んる軟骨管 と3条 の連絡 を認める.

第4章　 総括及び考按

人胎児寛骨特に坐骨及 び恥骨骨髄血管並びに軟骨

管について検索を行い,上 記の如き所見を得たので

之を簡単に総 話し検 討を試み る.

扁平骨骨髄血管に関す る研究は少 く,人 胎児寛骨

につ いて僅かに平井16)の胎生 後半期に関する記載を

見るも,そ れ とて も極めて簡単なる記述に終つてい

て充分 とはいえない.

I.坐 骨骨髄血管

胎生4月 初め より化骨開始が見 られ, 4月 中頃に

は既に動脈の分岐走行が明 らかとなるが,静 脈系は

末だ粗大な静脈竇網 として主 幹,末 梢の区別が明ら

かでない.胎 生5月 初には静脈系も主幹,末 梢の区

別を明らかにする事が 出来 るように なる.而 して骨

髄血管の分布は胎生4月 より10月 に至 るまで順次月

令を追つ て骨髄腔が拡大すると共にその分岐吻合 も
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増大 して来るが,そ の分布形式には著変を認められ

ない.

動脈は閉鎖動脈の分枝が坐骨寛骨臼部内面 より骨

内に進入 し間 もな く上,下 の2枝 に 分 岐 す る.平

井16)は之等2枝 は更に放射状に分枝を行つて坐骨体

周辺部に向うとして,各 分枝間の吻合については言

及していない.

私の検索例では2枝 は更に多数の分枝を出 し,縦

横に複雑なる吻合を行つて密に網 目を形成 しなが ら

広 く分布するものであり,時 に主栄養孔 より上位に

ある栄養孔 より進入す る副栄養動脈の存在を認 め,

之は主栄養動脈の上行枝 と吻 合する.

静脈も通常主栄養孔 より動脈に同伴 して進入後同

じく上,下2枝 に分れ,以 後放射状に多数の分岐を

行うが,時 に進入直前2枝 に分れ動脈を挾むよ うに

して進入後夫々上行枝及 び下行枝 となるものが あり,

或は動脈に同伴 して主栄養孔の上位 よ り進入す る副

栄養静脈があ り,主 栄養静脈の上枝 と吻合を行つて

いる.

II.恥 骨骨髄血管

恥骨は胎生5月 初め より中頃 までの間に化骨開始

が見られ,個 体により時 期的の差が顕著に見 られた.

骨髄血管の分布は恥骨において も,胎 生5月 よ り10

月に至 るまで順次月令を追つて骨髄腔が拡大す ると

共にその分岐吻合 も増大 して来 るが,そ の分布形式

には著変を認めない.

動脈は閉鎖動脈の分枝が恥骨寛骨臼部 内面 より進

入後最初の分岐 を行つて後上枝,後 下枝 を分ち,更

に真直 ぐ前方に向つて後,前 上枝及び前下枝を分枝

する.多 くの場 合空栄養孔 より上位にて副栄養動脈

の進入あ り,後 上枝及び前上枝 と吻合する.時 に恥

骨寛骨臼部内面前上部に も小動脈の進入 を見る事 あ

り,又 稀 には前上枝,前 下枝の代 りに主栄養孔 と対

照側の寛骨臼部内面前方の大 なる栄養孔 より動,静

脈の進入する事があ り,進 入後2枝 に分れて前上枝

及び前下枝とな る.更 に之等の2枝 は,主 栄養動脈

の後上枝及び後下枝 と互に分枝を以て吻合を行つ て

いる.静 脈は大体動脈に随伴 して同 じような分岐走

行を示す.

III.軟 骨管

軟骨管については第1編 において述べた如 く諸家

の研究がある.人 胎児について見ると,最 所16)の足

根骨の研究並びに百武26)の大腿骨近位端の研究にお

いては,大 体胎生3月 の後半か ら胎生4月 の初頃に

進入が認められ,中 島29)の胸骨についての研究では

胎生4月 前半 に認められた.私 の肩 甲骨におけ る研

究 では胎生4月 初(胎 児番号53)に 認められ た.

寛骨におけ る軟骨管の進入は,肩 甲骨の場 合と同

じく胎生4月 初(胎 児番号53)に 進入を認 めた.即

ち胎生4月 初(胎 児番 号53)に 始め て寛骨臼窩及び

坐骨寛骨臼窩外側面 に各1条 進入 して より,月 令が

進むに従 い漸次その数を増 し,寛 骨臼窩,坐 骨寛骨

臼窩外側面及び内側面,坐 骨結節部,恥 骨寛骨臼窩

外側面及 び内側面,恥 骨結合面或は腸骨翼辺縁の軟

骨部に進入 して行 く.

軟骨管は最初単管状であるが,次 第にその長さを

増す と共 に分岐 も複雑 とな り,珊 瑚樹状を呈すると

共に軟骨管相互の吻合を認めるようにな る.胎 生5

月初坐骨寛骨臼窩外側面 より進入す る軟骨管 の内1

条が,胎 生6月 初にはそれ等の2条 が,胎 生9月 末

にはそれ等の4条 が,又 胎生6月 中頃には寛骨臼窩

より進入する軟骨管の1条 も夫々坐骨骨髄 と連絡す

る,胎 生6月 中頃向樣 に寛骨臼窩 よ り進 入す る軟骨

管の2条 が,胎 生9月 末には3条 が腸骨骨髄 と連絡

する.胎 生7月 末恥骨寛骨臼窩 外側面 より進入する

軟骨管の内1条 が,更 に胎生8月 中頃には寛骨臼窩

より進入する軟骨管の内1条 が夫々恥骨骨髄 と連絡

する.

軟骨管内の動,静 脈の走行は橋本13),大 枝31)等の

所 見と変らず第1編 における記載の如 くである.

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 の寛

骨特に坐骨及び恥骨について,色 素血管注入 を施せ

る透明標本並びに組織 切片に より,骨 髄血管の分布

を観察 して次の如き所見を得た.

1.坐 骨は胎生4月 初めに,恥 骨は個体差が著明

で,胎 生5月 初めより中頃 までの間に化骨が開始さ

れ る.

2.主 栄養孔は坐骨,恥 骨共 に夫々その寛骨臼部

内側面に認められ る.

主栄養動,静 脈は坐骨,恥 骨共 に夫々多数の分枝

吻合によ り網工を形成 しなが ら密に広 く分布す る.

3.主 栄養動,静 脈の他に1～3本 の副栄養血管

が進入す るのを認 めた.

4.寛 骨の軟骨管は肩甲骨の場 合と同樣に,胎 生

4月 初め に進入す る.

胎生4月 初めに寛骨臼窩及び坐骨寛骨臼部外側面

に各1条 進入 して後,月 令が進むに従い多数 の軟骨

管が所 々に進入 して,軟 骨管相 互の吻合或は夫々の
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骨髄 血管 との連絡を認める.

全 編 の 総 括

私は胎生初期 より胎生 末期に至る人胎児60体 の肩

甲骨及び寛 骨につ いて,そ の骨髄血管構造の発育過

程を研究 して次 の成績を得 た.

1.寛 骨は腸骨,坐 骨及び恥骨の3骨 が夫々別個

に化骨を行う.肩 甲骨及 び腸骨は胎生3月 後米(胎

生12週)に,坐 骨は胎生4月 初めに,恥 骨は胎生5

月初め より中頃 までの間に原始骨髄 の形成が開始さ

れ る.

2.栄 養動脈が2本 以上進入ず る時には,そ れ等

は間 もな く主幹 を以て互に吻合合流 し,末 梢に向う

につれて分枝吻合を重ね て網工を 作 り広 く分 布す

る.

3.静 脈系は発生の初 めには主幹,末 梢の区別が

な く,動 脈系に比 して内腔遙かに広大で組織 間隙の

樣相を示 してい る.発 育が進むに従 い主幹,末 梢の

区別が認 められるよ うにな り,大 体動脈に随伴 して

広 く分布する.

4.胎 生後 期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.

5.多 数 の栄養孔 を認 めるが,個 体に より多少の

差があ り,通 常数個 である.

栄養孔は存在する場合にはほぼ一定の位 置に認め

られる.

6.軟 骨管は胎生4月 初めに進入する.

軟骨管は発育の進むに従い珊瑚樹状に多数の分岐

を行 い,軟 骨管相互 の吻合 も認 められ,胎 生後期に

それ等 の一部 が骨髄血管 と連 絡す る.

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て発表

した)
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Studies on the Construction of Medullary Vessels in the Flat-Bone 

of Human Embryos

Report III.

The Pelvis: Part 2, Ischium and Pubis

By

Tetsuzo Shiromoto

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

Using transparent specimens (Spalteholz's method) injected with dyes and tissue slices, 
the author observed the distribution of medullary vessels in the pelvis, ischium and pubis in 

particular, of 60 human embryos covering the periods from the first the terminal embryonal 
stages, and obtained the following findings.

1) Ossification commences in the beginning of the fourth embryonal month for ischium 

while the ossification of pubis, though individual differences are marked, begins in the period 
between the beginning and the middle of the fifth embryonal month.

2) Main nutrition canals of both ischium and pubis can be observed in respective inner 
side of Pars acetabularis. Principal nutrition arteries and veins both in ischium and pubis form 
dense networks with numerous anastomoses of respective capillaries and are distributed 

extensively.
3) Besides these principal nutrition arteries and veins, 1-3 auxiliary nutrition vessels 

can be observed entering into the bone marrow.

4) Cartilaginous canals of the pelvis enter in the beginning of the fourth gravid month, 
and cartilaginous canals, one each, are seen entering into Fossa acetabuli and into the exterior 
side of Pars acetabularis of ischium. Moreover, with progress of gravid months many carti

laginous canals can be observed entering here and there, anastomosing with each other or 
communicating with respective medullary vessels.
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Studies on the Construction of Medullary Vessels in the Flat-Bones 

of Human Embryos

Conclusions for Reports I, II & III

By

Tetsuzo Shiromoto

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

By studying developmental coursers of the construction of m3dullary vessels in scapula 

and pelvis of 60 human embryos covering the periods from the first terminal gravid months, 

the author obtained the following results.

1) In the pelvic bones, the ossification of its parts such as ilium, ischium and pubis 
undergoes individually and separately. As for the formation of the primary bone marrow, 
it commences in the latter half of the third embryonal month (twelfth gravid week) in the 

cases of scapula and ilium; while it begins in the fouth embryonal month in ischium and 

in the case of pubis in the period between the first and the middle of the fifth gravid 
month.

2) When more than two nutrition arteries are entering, these are anastomosed and 

commucicated with each other with the aid of their trunks which in turn form meshes of 

numerous branches and are distributed towards the periphery.
3) The venous system in the early embryonal stages can not be distinguished into main 

trunks and capillaries and the diameter of vascular spaces is much larger than that of arteries 
in the same stages, presenting a picture of intra-tissue spaces. However, in the later deve

lopmental stages they can be distinguishable into main trunks and capillaries, and they are 

generally distributed along with arteries.
4) In the later stages of embryos no significant changes can be observed in the mode 

of the distribution of medullary vessels.

5) Quite many nutirtion canals can be discerned but in general there are a few nutrition 

canals, though the number differs somewhat according to individual case.
Whenever nutrition canals exist, they are usually seen located in a fixed location.

6) Cartilaignous canals begin to enter in the beginning of the fourth gravid month, and 
with the progress of development they send out numerous branches; and in the later stages 

a part of these canals become communicated with medullary vessels.
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城 本 論 文 附 図

第1図

胎 生1～2月(胎 児 番 号28)

寛 骨 原基(「 ヘ ・エ 」 複染 色)

第2図

胎 生3月(胎 児 番 号54)

寛 骨 原基(「 ヘ ・エ 」 複染 色)

第3図

胎生4月(胎 児番 号53)

寛骨(坐骨)原 基(「 ヘ ・エ」複染色)

A-膨 化軟骨細胞層

B-柱 状層

C-静 止層

第4図

胎生5月(胎 児番号11)

寛 骨(坐 骨)原 始 骨 髄

(「ヘ ・エ」複染色)
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城 本 論 文 附 図

第5図

胎生7月(胎 児番 号20)

坐骨骨髄動脈(透 明 標本)

第6図

胎生8月(胎 児番号3)

坐骨骨髄 血管(透 明標本)

第7図

胎生7月(胎 児番号22)

恥骨骨髄血管(透 明標 本)

第8図

胎生8月(胎 児番号8)

寛骨臼窩部軟骨(透 明標本)

I-腸 骨骨髄

II-坐 骨骨髄

III-恥 骨骨髄

IV-軟 骨管

V-寛 骨臼窩


