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第一章　 序 論

私は襲に第一編に於て家兎大腿骨に分布す

る諸種栄養血管 系の走行,及 び主要栄養動脈

を結紮 した際の骨髄血液供給の問題を,骨 髄

透明標本に より研究 した.引 続 き本編 では最

近医学的分野に導入された放 射 性 同 位 元 素

P32を 追跡子 として,骨 髄諸種栄養血管 系の

骨髄に対する血液供給並びに血液流 出の問題

に関 して観察 し,聊 か新知 見を得たので茲 に

報告する.

既に第一編で述べた如 く骨髄3栄 養血管系

(主要栄養血管,「メタ」,「エ ピ」血管,及 び骨

膜血管)の 連絡状態を解剖学的に解 明 した文

献はかな り多数存在するが,同 血管系の連絡

状態を機能的に検索 した先人の業績は意外に

少な く,稍 々系統的に述べてい るJohnson52)

の記載を除けば他は何 れ も断片的で殆んど採

るに足 りない.

即ちOllier61), Maas58), Bejardi39)等 は 骨髄

再生がハーヴェルス氏管 内血管 を中心 として

起る所か ら,骨 膜動脈が骨髄血管 と連絡 のあ

る事を説明 し, Dax41)も 色素注人 法によ りこ

の事実を認めている. Drinker45)も 又色素注

入法によ り骨髄 に入 る3栄 養血管系中主体を

なすのは主要栄養動脈である事を述べてい る.

 Johnson52)は3栄 養動脈中2者 を遮断 して色

素注入法,及 び骨皮質缺損 の修復現象 より.

骨髄血液供給に主要栄養動脈が最 も多 く,「メ

タ」,「エ ピ」動脈 これに次ぎ,骨 膜動脈は殆

んど影響 を有 しない と結論 してい る.然 し彼

の研究 と雖 も色素注入法に よる為, 3栄 養動

脈の た略 の支配状態はわか るが個 々の血管系

の判 然とした血液供給量に就いては全 く不明

であ る.

この各種 動脈系の骨髄血液供給量 の問 題 こ

そ,骨 髄 の外傷治癒並びに各種血液疾患 の恢

復等に際 して欠 くべか らざる必要な事柄であ

る.

次に栄養静脈系に関 しては, 3栄 養静脈系

の解剖学的連絡は同動脈系に比 しは るかに密

であると云 うDoan44), Kolliker 54), Langer55),

橋本14)等の記載はあるが,こ れ ら各静脈系の

機能的連絡 に就いて触れた文献は殆 んど見当

らない.こ の機能的連絡は栄養静脈を用いて

骨髄機能検査 を行 う際に,常 に念頭に置かな



710　 武 田 俊 輝

ければな らない重大な事柄である.

そ こで私は3栄 養血管 系の骨髄 血液供給,

及び血液流出の機能を中心 として以下の実験

を企てた.

第二章　研究材料及び研究方法

研究材料

本編及び第三編 に於て使用 した放射性同位

元素P32は,米 国Oak Ridge及 び英国Amers

hamよ り配布 された もので製造年 月日は第1

表に示す如 き ものであ る.

実験動物は体重2Kg前 後の主として雄の成

熟健康家兎22匹 を使用 した.

第1表　 実験に使用 した放射性 同位元素P32

研究方法

1)　 結紮方法　総腸骨動脈及び外腸骨動脈

の結紮は下腹部 切開で行い,大 腿血管及び其

の分枝の結紮は大腿血管に平行に切開 し,筋

膜,筋 肉を摂子で剥離 し目的の血管 に達 し,

動静脈を分離 して動脈又は静脈を二重結紮 し

其の 中央部を切断 した.結 紮側は全部左側 と

し右側を対照 とした.

2)　 材料採取　 結紮後直ちにP32 100μc/kg

を耳静脈 より投与 して2分 後屠殺 し,両 側大

腿骨 々髄 を可及的速かに上部,中 部,下 部の

3部 に区分 して採取 し各々 の 重 量 を 測 定 し

た.

3)　 灰化 より測定　 菊地8),山 下31)の 方法

に従つた.即 ち材料をキェ ルダール コルベ ン

に入れ一定量の硫酸 と硝酸を加 えて加熱灰化

し,灰 化が完 了した らコルベンの内容をビー

カーに定 量的に洗い込み,一 定 量の第一燐 酸

カリ,フ ェノール フタ レイン,マ グネシヤ混

液 を加え,最 後に強 アンモニヤを加えて燐 酸

マグ ネシヤアンモ ンの沈 澱を作 り,暫 く放置

して沈澱が完 全に折出 してか らアル ミの試料

皿を用いて吸引濾過 した.か くして得た試 料

をガイガー ・ミューラー測定管 にかけ1分 間

の計数を5回 反覆測定 し,其 の平均値を取 り

1分 間の平均 自然計数を減 じた値 を1分 間の

計数値 とした.

4)　 結紮側 と対照側 との比率　 被検骨髄 の

重量 と1分 間 の計数値 よ り,骨 髄単位重量当

りの1分 間 の計数 を出 し,対 照である非結紮

側に対す る結紮側の計数の比率を百分率で表

わ した.

第三章　 自 家 所 見

Ⅰ　予備実験

私は左右 の大腿骨に供給 される血液量の比

を知 る為に,予 備実験 として家兎6匹 に結紮

を行 う事な く本実験 と同 じ操作を行い,左 右

の大腿骨髄 の放射能 の比を測定 した.

其の結果は第2表 に示す如 く,右 側に対す

る左側骨髄の放射能 の比は100±4%と なる.

一方注射後2分 では,注 射 されたP32は 血管

中のみで組織中には移行 していない.そ こで

放射能 の比は直接 骨髄に栄養血管 より供給さ

れた血液量の比 となる.従 つて自然の状態で

は,大 腿骨々髄左側血行は同右側血行の100

±4%以 内であ り,左 右大腿骨に分布する諸

種栄養血管系の解剖学的分布に大差がない様

に,血 液供給機能の面か らも両側大腿骨に於

て著明な差は存在 しない.

そ こで以下の実験は左右大腿骨々髄の血行

が全 く同一であ るとして行つた成績である.

Ⅱ　第1実 験

家兎の大腿骨主要栄養動脈 より供給される

血液量を知 る為に,左 側主要栄養動脈のみを

結紮 し左右 の大腿骨髄の放射能 の比を取ると,
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第3表 及び第1図 に示す如 く左側血行は右側

の21.6%と なる.

第2表　 左 右 大 腿 骨 々 髄 の 放 射 能

そこで大腿骨主要栄養動脈は骨髄血行 の79

%弱 を支配する事がわか る.

Ⅲ　第2実 験

以上の結果を裏付ける為更に次 の実験を行

つた.

第3表　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅰ)

第1図　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅰ)

①　主要栄養動脈

第4表　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅱ)

第2図　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅱ)

②　大腿動脈(上 部)

③　内側大腿廻旋動脈

①　内側大腿廻旋動脈 と大腿動脈を両動脈分

岐部直下で共に結紮す ると,第4表 及び第2

図に示す如 く左側血行は右側の90.6%と な

る.即 ち之は主要栄養動脈,骨 頭部円靱帯内

動脈,及 び結紮部 より上部 の動脈主幹 より,

筋 肉,骨 膜 を経て骨髄に達す る動脈 より供給

を受けた血液で ある.逆 に云えば内側大腿廻

旋動脈,及 び外側大腿廻旋動脈分岐部以下の
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大腿動脈は,骨 髄血行 に対 し9.4%の 支配を

有す る事になる.

②　 以上の2動 脈の上 に更に主要栄養動脈を

も含めて結紮す ると,第5表 及び第3図 に示

す如 く左側血行は右側の11.3%と なる.

第5表　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅲ)

第3図　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅲ)

①　主要栄養動脈

②　大腿動脈(上 部)

③　内側大腿廻旋動脈.

そ こで①② の差,即 ち79%強 が大腿骨主要

栄養動脈 より供給 を受けた血液 量 とな り,第

1実 験 の場合 と一致 した.

以上の2実 験に よ り大腿骨主要栄養動脈は

大腿骨髄血行の79%強 を供給 し,残 り21%弱

は大腿骨髄に達す る他の動脈系,即 ち 「メタ 」

及び 「エ ピ」動脈系,骨 膜動脈系 よ り供 給を

受けてい る事がわか る.

Ⅳ　 第3実 験

総腸骨動脈 よ り大腿動脈に至る迄の動脈を

種 々の高 さで結紮 し,其 の大腿骨々髄血行に

及ぼす影響を検索 してみると

①　 内側大腿廻旋動脈,大 腿動脈下部(ザ フ

ェーナ血管分岐部の高 さ),主 要栄養動脈の

3動 脈 を結紮す ると,第6表 及び第4図 に示

す如 く左側血行は右側の13.8%と なる.

第6表　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅳ)

第4図　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅵ)

①　主要栄養動脈.

③　内側大腿廻旋動脈.

⑥　大腿動脈(下 部)

②　 内側大腿廻旋動脈,大 腿動脈上部(外 側

大腿廻旋動脈分岐部の高さ),主 要栄養動脈

の3動 脈 を 結 紮 す る と,第5表 及び第3図

に示 す 如 く左 側血 行 は 右 側 の11.3%と な

る.

③　 外腸骨動脈を其 の最上部で結紮すると,

第7表 及び第5図 に示す如 く左側血行は右側

の7.5%と な る.
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第7表　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅴ)

第5図　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅴ)

④　外腸骨動脈.

④　総腸骨動脈 を腹部大動脈 よりの分岐部で

結紮す ると,第8表 及び第6図 に示す如 く左

側血行は右側の3.2%と なる.

第8表　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅵ)

第6図　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅵ)

⑥　総腸骨動脈.

以上 の結果に より,主 幹動脈の各部分 より

筋肉,骨 膜を経て大腿骨 々髄に達す る骨膜動

脈 の血液供給量,及 び 「メタ」,「エ ピ」動脈

より供給 され る血液量 を列記す ると

(1)　腹部大動脈 より筋肉,骨 膜を介 して大腿

骨髄に供給 され る血液量:④=3.2%

(2)　総腸骨動脈 より筋肉,骨 膜を介 して大腿

骨髄に供給 され る血液量:③-④=4.3%

(3)　外総骨動脈 よ り筋 肉,骨 膜 を介 して大腿

骨髄 に供給 され る血液量:②-③=3.8%

(4)　大腿動脈 よ り筋肉,骨 膜を介 して大腿骨

髄に供給 され る血液 量:①-②=2.5%

(5)　主要栄養動脈 より大腿骨髄に供給 され る

血液量 ・既述の如 く79.2%

(6)　近位端 及び遠位端副栄養動脈 より「メタ」,

「エ ピ」動脈を介 して大腿骨髄に 供給 され

る血液鼠:全 体 より,主 要栄養動脈 よ り供

給 され る血液量79.2%と,骨 膜動脈 より供

給 され る血液 量13.8%を 差引いた値,即 ち

7%

以上 の結果を簡単に図示す ると第7図 に示

す如 くな る.
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第7図　 家兎大腿骨諸種栄養動脈の

骨髄血行支配率

(1)　腹部大動脈

(2)　総腸骨動脈

(3)　外腸骨動脈

(4)　大 腿 動 脈

骨膜 動脈 より

(5)主 要 栄 養 動 脈 よ り

(6)「 メ タ」,「 エ ピ」 動 脈 よ り

第9表　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅶ)

第10表　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅷ)

Ⅴ　 第4実 験

①　 大腿骨主要栄養静脈を結紮す ると,第9

表及び第8図 に示す如 く,左 側血行は右側の

107.2%と な り, 7.2%の 鬱血 を来す.尚 上,

中,下 の3部 では特に中部の鬱血が強い.

第8図　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅶ)

⑦　主要栄養静脈.

第9図　 家兎大腿骨栄養血管結紮(Ⅷ)

①　主要栄養動脈.

③　遠位端副栄養靜脈.

②　 主要栄養動脈,及 び遠位端副栄養静脈を

結紮す ると,第10表 及び第9図 に示す如く,

左側血行は右側の34.5%と な り,而 も下部に
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至る程鬱血が強い.曩 に第1実 験で主要栄養

動脈だけ結紮 した時,左 側血行は右側の21.6

%で あつた.そ こで遠位端副栄養静脈を結紮

した為に12.9%の 鬱血が生 じた事にな る.

以上の結果によ り大腿骨の主要栄養静脈結

紮の際に骨髄鬱血が比較的軽度で僅か7.2%

に過ぎないのは,骨 髄が骨質 に包 まれ其の容

積の増大を来 し難い点 もあ るが,そ れ よ りも

むしろ実験②で示 した如 く静脈系では主要栄

養静脈以外の静脈が比較的良 く発達 してい る

為 と考えられ る.

第四章　 総 括並びに考按

骨髄栄養血管 系に関す る従来の研究は,何

れ も組織, X線 写真,又 は透明標本 による研

究であ り,従 つて血管系相互の解剖学的連絡

状態の検索には便利な るも,骨 髄に対す る供

給血液量については詳かでない.

私はP32を 追跡子 として,栄 養血管 系の骨髄

血行支配状態の検索にあた り上記の如き所見

を認めたので,茲 に諸家の解剖学的所見 と照

合 して簡単に総括 し項を分つて検討を試み る.

Ⅰ　左右の大腿骨髄 に大腿骨3栄 養血管系 よ

り供給 され る血液量の比較

従来の文献によると,大 腿骨に分布す る3

栄養血管系の解剖学的個体差に関す る研究は

教室大藤他2～3存 在す るが,同 一動物 の左右

大腿骨の間の解剖学的分布に差異が存在す る

かどうかに関す る研究は見 当らない.

私は第一編の透明標本観察の際に極力注意

を払つてみたが,末 梢的な些細な点を除 くと

殆んど差 異を認 め得なかつた.そ こで両側 大

腿骨に栄養山血管 系よ り供給 され る血液 量は如

何 と考えp32を 用いて既述 の如 き予備実験を

行つた.

この結果左右の大腿骨では栄養血管系の解

剖学的分布に大差がない様に,血 液供給機能

の面で も顕著な差はな くその差4%以 内に と

ゞまる.

Ⅱ　大腿骨3栄 養血管 系の骨髄 血液供 給並び

に血液流出状態

骨髄の3栄 養血管 系の解剖学的連絡に関す

る記載 はかな り多数存在す るが,既 に第一編

に於て詳述 したので茲では省略す る.

次に3栄 養血管系の血液供給機能に関す る

研究は甚だ寡な く,系 統的に実験 した ものは

Johnson52)唯1人 に過 ぎない.

そ こで動脈系及び静脈系に分類 して,関 係

文献並びに自家 所見を総括的に述べ ると次の

如 くであ る.

1)　 動脈系

Johnson52)は 主要栄養動脈,「 メタ」,「エ

ピ」 動脈 系,及 び骨膜動脈系の骨髄血行支配

域を決定 し,各 系の吻合に よる代償性を検べ

る為に次 の如き実験を行つている.

即 ち主要栄養動脈は結紮,「 メタ」,「エ ピ」

動脈は骨端に遮断物をつめ,骨 膜動脈は骨膜

剥離 に より,夫 々血行を遮断す る事に して次

の3項 目を検べた.

a.　 「メタ」,「エ ピ」動脈,骨 膜動脈の遮断に

よ り,主 要栄養動脈の解剖を イン ドインク

の注入に より,血 液供給機能 を骨皮質にあ

けた孔の修復現象に よ り検索.

b.　 主要栄養動脈,骨 膜動脈の遮断に よ り,

「メタ」,「エ ピ」動脈につ きa.と 同様の事

を検索.

c.　 主要栄養動脈.「 メタ」,「エ ピ」動脈 の遮

断に よ り,骨 膜動脈 につ きa.と 同様の事

を検索.

以上 の検索の結果イン ドインクの注入,骨

皮質の修復現象共主要栄養動脈が正常であ る

時が最 もよい.そ こでJohnsonは 主要栄養動

脈が最 も重要であ り,メ タフ ィー ゼ動脈之に

次ぎ,骨 膜動脈は最 も意義 が 少 な く僅 に 骨

の外半分のみに供給 し,而 して骨膜動脈 と,

主要栄養動脈 及び 「メタ」動脈の問には直接

吻合 はない と結論 した.

次にDax40)は 色素注入法 に よ り,主 要栄

養 動脈 と骨膜動脈 との問題に触れ,主 要栄養

動脈の損傷時の骨 の再生には骨膜動脈が大な

る意義を有す る と述べてい る.

又Drinker45)も 色素注入法に よ り, 3血 管

系の内主体 をなす ものは主要栄養動脈である

事は,骨 髄 内色素分布状態 よ り明 らかである
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と述べた.

其 の他Ollier61), Maas58), Bejardi34)等 は,

骨髄破壊時に其の再生現象はハーヴェルス氏

管 の血管 周囲の結締織に由来す る と述べてい

る.本 邦で は 平山27)は 長管状骨 の骨膜血管

は,ハ ーヴェルス氏管 及び フォル クマン氏管

を通 じて骨髄血管 と吻合す ると云い,又 主要

栄養動脈 と 「メタ」動脈の何れか一方を結紮

して,墨 汁を注入 し両老の関係を精査せ るに,

「メタ」動脈は一部は 主要栄養動脈の 末端 と

吻合 し,一 部は独立に直接骨髄突起 内に入 る

ので,「 メタ」部骨髄 は主要栄養動脈の他に,

「メタ」動脈 よ り豊饒な る微細血管 を受 け て

い ると述べてい る.

今 井1)に 骨髄は主要栄養動脈に よ り給血 さ

る ゝも骨膜 よ りも繊細な血管の出入 あ り,そ

の為主要栄養動脈 を結紮 して も骨髄壊死 は生

じない と述べた.

中島12)は頸骨たて主要栄養動脈以外に骨端

及び骨膜 よ り侵入す る動脈が あ り,そ こで若

し完全な頸骨灌流試験を行 うには,此 の三者

の中二者を結紮 しなければならない と述べて

いる.

私 も第一編に於て主要栄養動脈を結紮後色

素を注入す ると,「 メタ」,「エ ピ」 動脈及び骨

膜動脈 よ り逆行性に主要栄養動脈 の方へ,色

素が入 るのを認め,主 要栄養動脈 と 「メタ」,

「エ ピ」動脈,骨 膜動脈の間 に解剖学 的及び

機能的に も連絡 のある事を確認 した.

扨以上の研究が骨髄に対す る3栄 養血管 系

の血液供給 の問題を,色 素注入法,或 いは組

織再生等に より間接的に取扱つたのに対 し,

私は放射性同位 元素P32)を 追跡子に用いて直

接的 に各血管系の骨髄血液供給の状態 を検索

した.

即 ち既に述べた如 く骨髄主要栄養動脈は骨

髄血行の80%弱 を供給 し,残 り20%強 は 「メ

タ」,「エ ピ」動脈及び骨膜動脈 より供給 され

る.其 の内骨膜動脈は,大 腿動脈 より主 要栄

養動脈,及 び 「メタ」,「エ ピ」動脈 を 介 し て

骨膜に達す るもの もあ るが,大 部分は主幹動

脈 よ り筋肉を介 して分布す る もので ある.こ

の骨膜動脈 よ りハーヴェルス氏管,フ ォルク

マン氏管を通 じて骨髄に達す る動脈は極めて

多数存在す る為,骨 髄血行に対 し主要栄養動

脈に次いで大な る供給源 とな る.こ れに対し

Johnson32)は 骨膜動脈は骨 の外1/3の み を支

配 し決 して骨髄 中には達 しない と述べている

が,か ゝる事実の存在 しない事は骨髄破壊後

の再生に際 して,骨 膜血管が重要な役割を演

ず ると云 うDax41), Ollier61), Maas58)等 の実験

に よつて も明なかな事で ある.次 に主幹動脈

の高度に よ り骨膜動脈の血液供給状態を分析

して見 ると,総 腸骨動脈分岐部以上が3.2%,

総腸骨動脈が4.3%,外 腸骨動脈が3.8%,

大腿動脈が2.5%と な り,相 当高位の動脈主

幹 よ り分岐 して筋 肉,骨 膜を介して骨髄に達

す る枝が,骨 髄血行に対 しかな り大なる影響

を与 える事が判 る.

次に 「メタ」,「エ ピ」動脈系 より供給され

る血液量は7.0%で ある.

以上を要約す る と,骨 髄に対す る3栄 養血

管系に よる血液供給は主要栄養動脈が79%強

で最 も多 く,骨 膜動脈 系は14%弱 で之に次ぎ,

「メタ」,「エ ピ」 動脈系は7%で 最 も少ない.

この結果 を簡単に図示す ると第10図 の如 くで

ある.

第10図　 家兎大腿骨各種栄養動脈の

骨髄血行支配率

この結果は臨牀 的には 外傷(骨 折等),又 は

諸種疾患(栓 塞等)に より上記諸種動脈が遮
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断された時に,大 腿骨々髄 の受け る血行の変

化と云える.

2)　静脈系

骨髄腔内静脈血の骨外に帰還す る道程につ

いてKolliker54)は,長 管状骨には主要栄養静

脈,骨 膜静脈及び 「メタ」静脈の3路 があ り

夫々吻合があるか ら,こ の3者 の何れかに血

液排除の障碍が起 ると静脈血は爾余 の道程 を

経て極めて容易に骨外に排 出される と述べ,

 Doan44)は 静脈系の流出は対応 した 動脈系供

給の3倍 の流出能力を持つ と云い,Langer55)

は 「メタ」,「エ ピ」血管系及び骨膜血管 系で

は動,静 脈相同伴す るものの他,静 脈のみ単

独に存在す るものがある事 を指摘 している.

橋本14)は上行主幹静脈竇 は殆ん ど内腔の大

きさを変ずる事無 く,転 子窩底に於て該部 の

「メタ」静脈を通 じて骨外 に通 ず る と云い,

落合6)は 家兎の一側の総腸骨静脈を結紮 して

後,静 脈内に注入物質を入れ対照側 と比較 し

て大差のない所か ら,長 管状骨 々髄は骨管 中

にあるを もつて高度 の鬱血を惹起す る事は困

難であると結論 した.

私の実験成績 によつて も主要栄養静脈を結

紮した場合に生ず る骨髄鬱血は,非 常に軽度

で僅か6%程 度に過 ぎない.こ の原因につい

て落合6)の 説 も一応考え られ るが,然 し私が

行つた大腿骨下部に分布す る 「メタ」,「エ ピ」

静脈を結紮 した場合に,下 部 骨 髄 に 至 る程

鬱血の程度が強 く,且 主要栄養静脈を結紮 し

た時よりもかえつ て鬱血の程度が強い点を考

えると, Doan44), Kolliker54), Langer55),橋

本14)等の云 う如 く,静 脈系では動脈系に比較

して主要栄養静脈以外の静脈が良 く発達 して

いる為 と考えられ る.静 脈系にか くの如き血

管学的事実の存在す る事は,骨 髄 の機能検査

或は其の他の実験を行 うに際 し常に十分考慮

しなければならない.

又臨牀的 には主要栄養静脈に生 じた血栓は

骨髄に大 した障碍を及ぼ さない事が判 る.

以上私は諸家の栄養血管結紮に関す る解剖

学的,又 は組織学的所見を血液供給機能の面

か ら有 力に裏付け ると共 に,更 に一歩 を進め

て生理的循環状態 を一層端的に把握 し得た と

信ず る.

第 五章　 結 論

以上私は放射性同位元素P32を 追跡子 とし

て,家 兎大腿骨に分布す る諸種栄養血管系の

骨髄血行に及ぼす支配状態を研究 し,以 下述

べ る如 き結論を得た.

1)　 諸種栄養動脈 よ り家兎大腿骨々髄 に供

給 され る血液量は,左 右 の大腿骨に於 て其の

差は4%以 内であ る.

2)　 家兎大腿骨に分布す る諸種栄養動脈系

の骨髄血行支配状態を観察す るに,主 要栄養

動脈が79%強 を供 給 し支配力最 も大であ り,

骨膜動脈14%弱 で之に次ぎ,「 メタ」,「エ ピ」

動脈は7%で 最 も意 義が少ない.

3)　 栄養静脈系に関 して,主 要栄養静脈を

結紮 して も骨髄鬱血は甚だ軽度であ る.こ れ

は静脈系では主要栄養静脈以外の静脈が同動

脈に比 し良 く発達 してい る為,及 び骨髄が骨

質 に包 まれ其の容積の増大を来 し難 い為であ

る.

以上を要す るに主要栄養動脈の障碍は骨髄

血行に対 し大 な る影響 を与え るが,主 要栄養

静脈の障碍は骨髄血行に対 しそれ程 大きな影

響を与えない.

擱筆するに当り御懇篤なる御指導と御校閲を賜つ

た恩師平木敎授並びに大藤助敎授,放 射性同位元素

の実験方法について種々御敎示を賜つた放射線科山

本助敎授に対し深甚なる謝意を表します

尚本稿の要旨は第17回 日本血液学総会及び第468

回岡山医学会に於て発表した.

参考文献は第三編末尾に掲載する.
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Studies on the effect of the nutrient vessels of the bone-marrow

 upon the bone-marrow circulation

Part 2: The blood-supplying percentage of the nutrient vessels

 of a rabbit femur upon the bone-marrow circulation

By

Toshiteru Takeda

After investigating how the nutrient vessels distributed in a rabbit femur control the

 bone-marrow circulation with Radioisotope P32 as a tracer, the following results were

 obtained.

1) The difference of the blood quantity supPlied into both femur marrows from the

 nutrient arteries is within 4%.

2) Observing the controlling state of the bone-marrow circulation of the nutrient

 arteries, the controlling power of the principal nutrient artery is 79%, the greatest percen

tage of all. Next, that of the periosteal artery is 14%, and that of the vessels in the

 metaphysis and diaphysis is 7%, being of the least significance.

3) When the principal nutrient vein is ligated, the bone-marrow stagnation is very

 slight. This is because the veins except the principal nutrient one are better developed than

 the arteries except the principal nutrient one, and the bone-marrow, being contained in

 bone, is difficult to increase in the volume.


