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第1章 緒 言

 内 分泌 諸 臟 器 ハ相 互 ニ極 メテ 密接 ナル 關 係 ヲ有

スル ニ止 マ ヲズ,爾 他 ノ各種 臟 器 竝 ニ組 織 トノ間

ニモ亦 複 雜 ナ ル關 係 ノ存 スル ハ,現 今漸 ク深 ク一

般 ノ注 意 ヲ惹 ク ト コロ トナ レ リ.骨 損 傷 時殊 ニ骨

折 時 ニ一 定 ノ内分 泌 腺 ニ著 明 ナル組 織 學 的變 化 ヲ

招 來 シ,且 此變 化 ハ 骨 折局 所 ニ於 ケル 治癒 機 轉 ノ

進 行 ト關聯 シテ消 長 スル コ トハ 曩 ニ吾 教 室 ニ於 テ

中村 氏 ノ精 細 ナル 實 驗 的 研究 ニ ヨ リテ明 カ ニセ ラ

レタ リ.然 レ ドモ,骨 折 時 ニ於 ケル 副 腎 ノ態 度 ニ

關 シテ ハ 中村 氏僅 ニ之 ニ觸 ル ル トコロ ア リタル ノ

ミニ シテ,未 ダ詳 細 ナ ル知 見 ナ シ.

 抑 々骨 系統 ト副 腎 トノ關 係 ニ就 テ ハ從 來 文獻 ナ

キ ニ非 ズ,殊 ニ副 腎 ノ骨 折 治 癒 ニ及 ボ ス影 響 ニ關

シテ ハGibelli (1909), Marsiglia (1922),村 上

(1923),小 林(1927), Kosdabo (1932)及 ビ麻 生

(1935)等 ノ研 究 ア リ.然 レ ドモ副 腎 ノ骨折 性 變 化

ニ關 シ テハ 上記 中村氏 ノ記載 ヲ除 キテ ハ他 ニ文獻

ナ シ.依 テ 余 ハ田 部教 授 指導 ノ許 ニ本實 驗 ヲ企 テ

骨折 治 癒 經過 ノ諸 期 ニ於 ケル 副 腎 ノ組織 學 的 變 化

ヲ明 カ ニナ シ得 タル ヲ以 テ此 處 ニ其 ノ成 績 ヲ報 告

セ ン トス.

第2章 實 驗 方法

 實驗動物 トシテハ體重100g内 外 ノ健常雄性 白

鼠65匹 ヲ選 ビ,之 ヲ特 ニ通風,彩 光,清 潔ナ ドニ

充分ナル注意 ヲ拂 ヒ,玄 米小米,水 道水及 ビ少量

ノ野菜 ヲ以テ金網内 ニ飼育セ リ.豫 メ當教室 ニ於

テ1週 間以上飼育 シタル後之 ヲ實驗 ニ供セ リ.

 骨折方法 ノ相違 ニ ヨ リ白鼠 ヲ次 ノ2群 ニ分 テ

リ.

 A. 左右兩側 ノ第5-第9肋 骨 ヲ1本 置 キニ3

本宛,即 チ合計6本 ノ肋骨ニ於 テ觀血的 ニ各1箇

所 ノ骨折 ヲ起 サシ メタ リ.而 シテ此際肋膜 ノ損 傷

ハ極力之 ヲ避クル樣注意セ リ.

 B. 1側 ノ上膊骨 及 ビ他側 ノ大腿骨 ニ於 テ同時

ニ非觀 血的 ニ且能 フ限 リ周圍組織 ノ破壞 ヲ避 ケテ

各1箇 所 ノ骨 折 ヲ起 サ シ メ タ リ.骨 折部 ハ特 ニ副

木 ナ ドヲ用 フル コ トナ ク放 置 セ リ.

 實驗 動 物 ハ 骨 折後1日-12週 ノ間 ニ於 テ種 々

ナ ル時 期 ニ屠 殺 シ,直 ニ其 ノ副 腎 ヲ剔 出,1側

ヲ10% Formalin溶 液 一,他 側 ヲOrt氏 液 或 ハ

Regaud氏 液 ニ投 ジ テ固 定 セ リ.前 者 ハ之 ヲ凍 結 切

片 トナ シテHamatoxylin-Sudan III染 色 ヲ行 ヒ,

後 者 ハ4μ ノParatfin切 片 トナ シHamatoxylin

單染 色,Hamatoxylin-Eosin重 複 染 色 ヲ施 シ,

要 ニ臨 ミテHamatoxylin-van Giesonナ ドノ染 色

ヲモ併 セ 用 ヒ タ リ.

第3章 實 驗 成績

 對照及 ビ骨折實驗 例ニ於 ケル副腎 ノ組織學的所

見ハ之 ヲ個別的 ニ敍 述スル コ トヲ略 シ,其 ノ概要

ヲ表示(第1表 及 ビ第2表)ス ルニ止 メ,茲 ニハ

期 日別 ニ總括 シテ詳述 スベ シ.

  第1節 正常動物 ニ於 ケル副腎 ノ所見

 正常 白鼠 ノ副腎皮質絲毬層 ノ細胞ハ配列稍雜然

トセル モ略ボ被膜 ニ垂直ニ竝 ブ.胞 體ハ大 キ ク,

境界稍明 カニシテ内 ニ大キサ種 々ナルモ略 ボ一定

シテ小サ キ空 胞 ヲ充 シ,其 ノ多 クハ蜂窩 状 ヲ呈 ス.

核ハ圓形 ニシテ3層 中最モ大 キク且色質 ニ乏 シ.

束状層 ノ細胞ハ束状 ヲナ シテ整然 ト配列 ス.胞 體

ハ稍大キク,境 界略ボ明 カニシテ内 ニ大キサ種 々

ナルモ概 シテ稍大 ナル空胞 ヲ充 シテ蜂窩状 ヲ呈 ス

ルモ,絲 毬層 ニ接 スル狹キ部分及 ビ網状層 ニ近 キ

部分 ニハ空胞 ノ稍少 キ モ ノア リテ胞體 モ亦小 ナ

リ.核 ハ稍小サ ク色質モ亦前者 ニ比 シ稍多 シ.網

状層ハ束 状層 トノ境界 ハ明 カナラザルモ髓 質 トノ

境界ハ明瞭 ナ リ.胞 體 ハ一般 ニ小サ ク,境 界 ノ明

瞭ナ ラザルモ ノ多 ク且雜然 ト配列 ス.胞 體内 ニハ

稍大ナル空胞 ヲ多 數ニ充 セルモ ノアルモ一般 ニハ

小サ ク,核 ハ概 シテ小 サク色質 ニ富ム.

 髓 質 ノ實質細胞ハ毛細 血管及 ビ之 ニ伴 フ極 ク少

量 ノ結締織 ニヨ リ略 ボ細 葉状 ニ分 タル.胞 體 ハ皮

質細胞 ニ比 シ稍大 ナ ル モ 境界ハ一般 ニ明瞭 ナ ラ
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ズ,内 ニ所謂 クローム顆粒」ヲ充 シテ暗色 ヲ呈 ス

ルモ ノ多キモ,時 ニ胞體稍大キ ク「クローム反應」

減弱 シテ稍胞體 ノ明ルキモ ノア リ.核 ハ概 シテ大

キ ク色質 ニ乏 シ.髓 質ハ一般 ニ血管ニ富 ミ,血 球

ヲ充セル大 ナル 血管 ヲ屡 々多數 ニ認ム.尚 ホ所 々

ニ大ナル泡 状 ノ核 ヲ有 スル神經節細胞 ヲ認 ムル コ

トア リ.Sudan III染 色標本 ニテ類脂肪 ハ被膜内

ニハ殆 ド之 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニハ多量 ニ認 メ,被

膜 ニ接 スル部 分マデ一樣 ニ豐富 ニ存スル コ トアル

モ概 シテ被膜 ニ接 スル部分 ニ稍少 ク,束 状層 ニ接

スル内部 ニ稍多キ傾向ア リ.胞 體内 ニ於 ケル脂肪

滴 ハ形竝 ニ大キサ ト共 ニ其 ノ含量モ亦一定 セザル

モ,之 ガ含量 少キモ ノニテハ脂肪滴 ノ大 キサ一般

ニ小サ ク,之 ガ含量多キモ ノニテハ其 ノ大 キサ モ

亦一般 ニ大ナ リ.束 状層 ニハ脂肪物質最モ多量 ニ

認 メラルルモ絲毬層 ニ接 スル部分 ニハ之 ガ甚 ダ少

キ層 ヲ認ムル コ ト多 ク,網 状層 ニ近 ヅ クニ從 ツテ

一般 ニ稍減少スル傾向 ア リ.胞 體内 ニ於 ケル脂肪

滴 ハ其 ノ形竝 ニ大キサ一定セザル モ一般 ニ稍大キ

ク,之 ガ含量モ亦種 々ナル モ甚 ダ多量 ニ有シテ胞

體 ノ大 ナル モノヲ多數 ニ認 ム.網 状層 ハ脂肪物質

稍 少 ク,胞 體内 ニ於 ケル含量ハ一定 セザルモ脂 肪

滴 ヲ充 セル細胞ハ一般 ニ少 ク,之 ヲ散在性 ニ認 ム

ル ニ過ギザルモ大ナル脂肪滴 ヲ少數有 スルモ ノハ

稍多數 ニ認 メラル.

 髓質細胞 ニハ類脂肪 ヲ認 メズ.

第2節 骨折動物 ニ於 ケル副腎 ノ所見

第1項 肋骨 々折時 ニ於 ケル副腎 ノ所 見

(第1表 參照)

 骨折 後1日. 被膜 ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ

於 ケル細胞ハ多數 ノ微細 ナル空胞 ヲ有 スルモ ノ多

キモ空胞少 ク胞體暗 色ヲ呈 スルモ ノア リ.被 膜 ニ

接 スル外層 ニハ後者 ヲ多數 ニ認ムルア リ.束 状層

ニ於 ケル細 胞ハ胞體内 ニ多數 ノ空胞 ヲ有 シテ蜂窩

状 ヲ呈 スルモ ノ多 シ.網 状層 ニ於 テハ著變 ヲ認 メ

ズ.髓 質細 胞ハ「クローム顆粒」ヲ多量 ニ有 シテ暗

色 ヲ呈 スルモ ノ多 シ.

 Sudan III染 色標本 ニテ類脂肪ハ絲 毬層 ニ於 テ

ハ正常動物 ニ比 シ一般 ニ少 ク,脂 肪滴 ハ小 ナル モ

ノ多キモ,稍 大 ナルモ ノヲ充 セル細胞 モ殊 ニ内層

ニハ多數 ニ認 メラル.束 状層 ニハ多量 ノ類脂肪 ヲ

認 メ且大ナル脂肪滴 ヲ充セル大 型 ノ細胞 ヲ殊 ニ其

ノ中部 ニ多數認 ム.網 状層 ニ於 ケル脂肪物 質 ノ所

見 ハ著變 ヲ示サズ.稍 大 ナル脂肪滴 ヲ充 セル大型

ノ細胞 ヲ散在性 ニ認 ム.

 骨折後2日. 被膜 ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層ニ

於 ケル細胞ハ,殊 ニ被膜 ニ接 スル部分 ニテハ空 胞

ノ甚 ダ少キモ ノ多キモ,束 状層 ニ接 スル内 層 ニハ

稍大ナル空胞 ヲ以 テ蜂窩状 ヲ呈 セル細胞ア リ.束

状層 ニ於 テモ亦胞體ハ一般 ニ空胞少 ク特 ニ外層 ニ

於テ其 ノ度著明ナ リ.網 状層 ニ於 ケル細胞ハ空胞

稍大ナルモ一般 ニ少 シ.髓 質 ニハ尚 ホ著變ハ認 メ

ラレズ.胞 體 ノ大ナルモ ノアル モ「クローム反應」

ハ著明ナルモ ノ多 シ.

 脂肪物 質ハ絲毬層 ニテハ其 ノ減 少稍明 カ トナ リ

殊 ニ被 膜 ニ接 スル外層 ニ於テ著明ナ リ.束 状層 ニ

於 テモ亦 稍著明 ニ減 少シ,殊 ニ絲毬層 ニ近 キ外層

ニ於テ著明 ニシテ且脂肪滴 ヲ充セル大 型 ノ細胞 ハ

一般 ニ少 シ.網 状層 ニ於テモ亦 脂肪物 質 ノ減 少著

明 ニシテ,之 ヲ含有 セザル細胞多數ア リ,之 ヲ充

セル大型 ノ細 胞ハ稀 ニシテ散在性 ニ認 メラル ルニ

過 ギズ.

 骨折後3日. 被膜 ニ著變 ヲ認 メズ,絲 毬層 ニ於

ケル細胞 ハ空 胞 一般 ニ少 ク且微細 ニシテ,被 膜 ニ

接 スル外層 ニ於テ殊 ニ著明 ナ リ.束 状層 ニ於テハ

多數 ニ空胞 ヲ有 シテ蜂窩状 ヲ呈セル細胞 ヲ多數 ニ

認 ムル モ網状層 ニハ少 シ.網 状層 ニ見 ラルル空胞

ハ一般 ニ大ナル モ ノ多キモ數量的 ニハ少シ.髓 質

細 胞ハ「クローム顆粒」ヲ充 シテ暗 色 ヲ呈 スルモ ノ

アルモ,胞 體大 キク「クローム反應 」減弱 シテ胞體

ノ明キ細胞 ノ細 葉状 ヲナ シテ多數 ニ現ルル ア リ.

後 者 ノ如 キ細胞 ニ於テハ核 モ亦 稍大キ ク色質 ニ乏

シキモ ノ多 シ.

 類脂肪ハ絲毬層 ニ於テハ脂肪滴 一般 ニ微細 ニ シ
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テ且之 ヲ充セル大型 ノ細胞ハ束状層 ニ接 スル内部

ニ多少認 メラルル ニ過ギズ.被 膜ニ接 スル外層 ニ

テハ殊 ニ脂肪滴少ク,之 ヲ殆 ド有セザル細胞モ亦

多數 ニ認 メラルルモ ノア リ.東 状層 ニ於テハ脂肪

滴一般 ニ稍小ナル モ,之 ヲ充セル大型 ノ細胞 ヲ多

數 ニ認 メ且網状層 ニ接 スル内層ニテハ染色性 ノ不

良ナル モ ノア リ,大 ナル脂肪滴 ニ於 テハ其 ノ一部

脱落 シテ殘餘 ノ部分 ハ不規則ナル形態 ヲナ スモ ノ

ア リ.網 状層 ニ於 テモ亦斯カル脂肪滴 ヲ多數ニ認

ム.尚 ホ網状層 ニ於 ケル脂肪滴ハ一般 ニ少 ク,脂

肪滴 ヲ充セル大型 ノ細胞ハ稀 ナ リ.

 骨折後5日. 被膜 ニ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層ハ幅

廣 ク,胞 體ニハ殆 ド空胞 ヲ認 メズ.束 状層ハ稍幅

狹 キモ細胞ニハ著變 ナク,多 數 ノ空 胞 ヲ有 スル大

型 ノモ ノヲ多數 ニ認 ムルモ,網 状層 ニ接 スル内層

ノ細胞 ニ於テハ空胞少シ.網 状層 ニ於 テハ空胞 ヲ

有セザ ル モ ノ多 ク且之 ヲ有スル モ ノモ其 ノ數 少

シ.髓 質細胞ハ一般 ニ大キ ク「クローム反應」ノ稍

著明 ナルモ ノアルモ亦 「クローム反應」減弱 シテ

胞體 ノ明キモ ノヲ多數 ニ認 メ,其 ノ或者 ニ於テハ

「クローム顆粒」ノ減 少ヲ來シテ胞體 ノ周邊部ニ明

キ層 ヲ認 ムルモ ノア リ.核 ハ一般ニ大 キク色質ニ

乏 シ.

 類脂肪 ヲ觀ルニ,絲 毬層ニハ殆 ド脂肪滴 ヲ認 メ

ズ,僅 ニ微細ナルモ ノヲ極 ク少量有スル ニ過ギズ.

束状層 ニハ多量 ノ脂肪滴 ヲ充 セル大型 ノ細胞 ヲ多

數 ニ認 ムルモ幅狹 ク,網 状層 ニ近キ部分 ニハ脂肪

滴少 シ.網 状層 ニ於テハ一般 ニ脂肪滴甚 ダ少 ク且

束状層 ノ内層 ニ於 ケルモ ノ ト共 ニ染 色性不良 ノ脂

肪滴 ヲ多量ニ有 シ,其 ノ或者ハ一部分 ノ脱落ニヨ

リ不規則ナル形態 ヲナス.

 骨折後1週. 被 膜ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ハ

幅廣 ク,細 胞ハ微細ナル空胞 ヲ殊 ニ内層 ニ於 ケル

モノハ稍多數 ニ有スモル一般 ニハ甚 ダ少 ク,被 膜

ニ接 スル外層 ニハ殆 ド認 メラレズ.束 状層ハ多數

ノ空胞 ヲ有スル大 型 ノ細胞 ヲ多數 ニ認ムルモ ノア

ルモ亦甚ダ少キモ ノア リ.網 状層 ニ於 ケル細胞 モ

亦 空 胞 ノ少 キ モ ノ多 シ,髓 質細 胞 ハ一 般 ニ胞 體 大

 キ ク 且「ク ロー ム反 應 」ノ減弱 セル モ ノ多 ク,其 ノ

或 者 ニ於 テ ハ「ク ロー ム顆 粒 」ノ減 少 ア リテ 胞體 ノ

周 邊 部 ノ明 キ モ ノア リ.

 類 脂 肪 ヲ觀 ル ニ,絲 毬 層 ニ於 テ ハ 其 ノ減 少著 明

ニ シテ,被 膜 ニ接 スル 外層 ハ 殊 ニ著 シ ク,稀 ニ認

 メ ラル ル 大 滴 状 ノ脂肪 滴 ハ其 ノ一部 脱落 シテ不 規

則ナル形態 ヲ示ス.束 状層 ニハ稍 大ナル脂肪滴 ヲ

充セル大型 ノ細胞 ヲ多數 ニ認ムル モ,一 般 ニ脂肪

滴ハ少ク且内層ニ於 ケルモ ノハ染 色性 不良ナ リ.

網状層 ニ於 ケル脂肪物質 モ亦減少著明 ニシテ且染

 色性惡 ク,大 滴状 ノモ ノハ其 ノ一部 ノ脱落 ニ ヨリ

 テ不規則 ナル形態 ヲ示 セルモ ノ多 シ.

 骨折後2週. 被膜 ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層ハ

幅廣 ク,細 胞ハ微細 ナル空胞 ヲ有 スル モ ノ多キ モ

被膜 ニ接 スル外層ニハ之 ヲ殆 ド有 セ ザ ル モ ノア

 リ.尚 ホ散在性 ニ甚 ダ大ナル空胞 ヲ認 ム.束 状層

 ニ於 ケル細胞ハ稍大 ナル空 胞 ヲ充 シテ蜂窩状 ヲナ

セル大 型 ノモノハ稍 少ク,絲 毬層 ニ接 スル外層及

 ビ網状層 ニ近キ内層 ニハ空胞 ノ甚 ダ少キ細胞 ヲ多

數ニ認 ム.網 状層 ノ細胞 ハ一般ニ空胞 ヲ有 スル コ

 ト少ク,之 ヲ全 ク有 セザル細胞モ亦 少シ.髓 質細

胞ハ一般 ニ稍小サ ク,「クローム顆粒」ヲ充 シテ暗

色 ヲ呈 スルモ ノアル モ,之 ガ減少 ヲ來 シテ胞體 ノ

周邊部 ノ稍明 クナレル細胞 ヲ細葉状 ニ多數認 ム.

 類脂肪 ヲ觀ルニ,絲 毬層 ニ於テハ稍著明ナル減

 少 ヲ示 シ,脂 肪滴ハ一般 ニ小サ ク,之 ヲ充 セル モ

ノハ少キモ束状層 ニ接 スル内層 ノ細 胞ハ稍多量 ニ

之 ヲ有 スル外,所 々ニ核大 ニ及ブ大滴状 ノモ ノヲ

散在性 ニ認 ム.束 状層 ハ脂肪滴稍少 ク,脂 肪滴 ハ

一般 ニ稍大 ナルモ ノ多 キモ之 ヲ胞體内 ニ充 セル モ

 ノハ稍 少シ.且 絲毬層 ニ接 スル外層及 ビ網状層 ニ

近キ内層 ニハ脂肪滴甚 ダ少シ.網 状層モ亦 脂肪滴

少 ク且一 般 ニ稍小サ ク,胞 體 ニ於 ケル之 ガ含量モ

亦少 シ.脂 肪滴 ヲ充セル大 型 ノ細胞 ハ稀 ニ認 メラ

ルルニ過 ギズ.

 骨折後3週. 被膜 ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ハ
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稍幅廣 ク,細 胞ハ内 ニ多數 ノ空胞 ヲ有 スル モノ多

ク,束 状層 ニ接 スル内層 ニハ蜂窩 状ヲ呈 スルモ ノ

多 シ.束 状層 ニ於 ケル細胞ハ一般 ニ稍大 ナル空胞

ヲ多數ニ有 スルモ ノ多 ク,且 之 ヲ充 シテ蜂窩状 ヲ

ナセルモ ノ亦多 シ.網 状層 ノ細胞ハ稍大 ナル空 胞

ヲ不規則ニ少數認ムルモ ノ多 ク,之 ヲ多數 ニ有 ス

ル細胞ハ少 シ.髓 質細施ハ胞體一般 ニ稍小サク,

「クローム顆粒」 ヲ充 シテ暗 色 ヲ呈 スル モ ノ多 キ

モ,胞 體稍大キク「クローム顆粒」ノ減少 ヲ來 シテ

胞體 ノ稍明キモ ノア リ.其 ノ或者 ハ 「クローム顆

粒」 ノ減少稍著明 ニシテ胞體 ノ周邊部 ニ明キ層 ヲ

認 ムルモ ノア リ.

 類脂肪 ヲ觀 ル ニ,絲 毬層 ニハ多 量ニ認 メラレ略

ボ正常動物 ニ於 ケル モ ノト同樣 ニシテ,脂 肪滴 ヲ

充セル大型 ノ細胞モ殊 ニ束状層 ニ接 スル内層 ニハ

多數 ニ認 メラル.束 状層 ニ於テモ脂肪滴 ハ稍多量

ニ認 メラレ且大 キサ一般 ニ大 ニシテ之 ヲ充 セル細

胞 モ亦多數ア リ.網 状層ハ脂肪滴稍少 ク大キサ ノ

稍大ナルモ ノヲ散在性 ニ認 ムルニ過 ギズ,之 ヲ充

セル細胞ハ少 シ.

 骨折後4週. 被膜 ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ

於 ケル細胞ハ空胞稍 少キモ,束 状層 ニ接 スル内層

ニハ之 ヲ多數 ニ有 シテ蜂窩状 ヲ呈 スル モ ノ多 シ.

束 状層 ニ於 ケル 細胞ハ一般 ニ稍大 ナ ル 空胞 ヲ有

シ,之 ヲ充セル大 型 ノ細胞 ヲモ多數ニ認 ム.網 状

層 ニ於 ケル細胞モ亦稍大ナル空胞 ヲ有 シ,且 之 ヲ

充 シテ蜂窩状 ヲ呈 スル細胞 モ多少認 メラル.髓 質

細 胞ハ胞體 一般 ニ稍小サ ク「クローム反應」ハ著明

ナ リ.「クローム顆粒」減 少シテ胞體 ノ稍明 キモ ノ

アル モ大 キサハ稍小ナ リ.

 類脂肪 ヲ觀ル ニ,絲 毬層 ニ於テハ前者 ニ比 シ稍

少キモ尚 ホ多量 ニ認 メラレ,殊 ニ束状層ニ接 スル

内層 ニハ脂肪滴 ヲ充セル細胞 ヲ多數 ニ認ム.束 状

層 ニ於 テ ハ 脂肪滴 一般 ニ大 キ ク且多數 ニ認 メラ

レ,之 ヲ充 セル細胞モ亦多數 ニ存在 ス.網 状層 ニ

於 テハ稍 大ナル脂肪滴 ヲ散在性 ニ認 メ,之 ヲ充セ

ル細胞ハ稍 少 シ.

 骨折後5週. 被膜ニ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ於

ケル細胞 ハ微細 ナル空胞 ヲ有 スルモ ノ多 ク,之 ヲ

充 シテ蜂窩状 ヲ呈 スルモ ノハ少シ.束 状層 ニ於 ケ

ル細胞ハ一般 ニ稍大ナル空胞 ヲ有 スル モ,之 ヲ多

數 ニ有 シテ蜂窩状 ヲ呈 スルモ ノハ稍 少 シ.網 状層

ニ於 ケル細胞モ亦 稍大 ナル空胞 ヲ少數有 スルモ ノ

多 ク,之 ヲ甚ダ多數ニ有 スル モ ノハ稀ナ リ.髓 質

細胞ハ一般 ニ稍小 ニシテ,周 邊部 ニ於 ケル細胞ハ

「クローム顆粒」ヲ充 シテ暗色 ヲ呈 スル モ内部 ニ於

ケル細胞 ハ「クローム反應」減弱 シテ稍明 シ.

 類脂肪 ヲ觀ル ニ,絲 毬層 ニ於 テハ脂肪滴 ハ一般

ニ小サ ク且稍著明 ニ減少 シ.被 膜 ニ接 スル外層ハ

其 ノ度殊 ニ著 明ナ リ.束 状層モ亦脂肪滴少 ク,大

キサ稍大 ナルモ之 ヲ充セル大型 ノ細胞ハ稍少 シ.

網 状層 ニ於テハ稍大ナル脂肪滴 ヲ散在性 ニ認 メ,

之 ヲ充 セル細胞ハ少シ.

 骨折後7週. 被 膜 ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ

於 ケル細 胞ハ微細ナル空胞 ヲ略 ボ一樣 ニ有 シ,之

ヲ多數 ニ有 シテ胞體 ノ蜂窩状 ヲ呈 スル モ ノハ稀 ナ

リ.尚 ホ所 々ニ大 ナル空胞 ヲ認ムル モ ノア リ.束

状層 ニ於 ケル細胞ハ稍大ナル空胞 ヲ多數 ニ有 スル

モ ノ多 キモ,蜂 窩 状 ヲ呈 スル ニ至ルモ ノハ稍 少シ.

網状層 ニ於 ケル細胞 ハ空胞一般 ニ小サク,蜂 窩状

ヲ呈 スルモ ノニ至 リテハ甚 ダ少シ.髓 質細胞ハ一

般 ニ稍小サ ク,周 邊 部 ノモ ノハ「クローム顆粒」ヲ

充 シテ暗 色ヲ呈 スルモ,中 央部 ノモ ノハ 「クロー

ム反應」稍弱 ク胞體ハ多少明 シ.

 類脂肪 ヲ觀ル ニ,絲 毬層 ニ於テハ稍 少ク,脂 肪

滴ハ大キサ一定 セザル モ絲毬層全體ニ亙 リテ一樣

ニ認 メラレ,之 ヲ甚 ダ多量 ニ有 シテ胞體 ヲ充 セル

モ ノハ少 シ.束 状層 ニ於 テモ絲毬層 ニ於 ケル ト同

樣 ニ全體 ニ亙 リテ 一樣 ニ脂肪滴 ヲ多量 ニ認 メ,特

ニ之 ヲ胞體内 ニ充 セル大 型 ノ細胞ハ比較的少 シ.

網状層 ニ於 テハ脂肪滴ハ稍 々少 ク,一 樣 ニ散在性

ニ認 メラレ,胞 體 内 ニ之 ヲ充 セル モ ノハ稀 ナ リ.

 骨折後9週. 被膜 ニ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ノ細

胞 ハ一般 ニ多 數 ノ空胞 ヲ有 シ且其 ノ數甚 ダ多 ク胞
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體 ノ蜂窩状 ヲナセルモ ノヲ多數 ニ認ム.束 状層 ニ

於 ケル細胞モ亦 一般 ニ多數 ノ空胞 ヲ有シテ明 ク,

蜂窩状 ヲ呈 スル細胞 ヲ甚ダ多數 ニ有ス.網 状層 ニ

於 ケル細胞 ハ空胞稍 々少 ク,蜂 窩状 ヲナス細胞亦

少シ.髓 質細胞ハ一般 ニ小サク,「 クローム反應」

著明 ニシテ殊 ニ周邊部 ノモ ノハ「クローム顆粒」ヲ

充シテ暗 色ヲ呈 ス.

類脂肪 ヲ觀ル ニ,各 層 ニ亙 リテ多量 ニ認 メラレ

略ボ正常動物ニ於 ケル モ ノト同樣ナ リ.絲 毬層 ニ

ハ脂肪滴甚ダ多 ク胞體内 ニ之 ヲ充セル細胞モ亦多

シ.束 状層 ニ於 テモ亦 脂肪滴ハ多量 ニ認 メラレ大

キサ稍大,胞 體内ニ之 ヲ充セルモ ノヲ多數 ニ認ム.

網状層 ニ於テハ脂肪滴ハ一般 ニ稍大 キク且散在性

ニ認 メラレ胞體内 ニ之 ヲ充セル細胞ハ少シ.

骨折後12週.被 膜ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層

ニ於テハ形,大 キサ ノ種 々ナル空胞 ヲ多數ニ有 ス

ル細胞多 キモ,蜂 窩状 ヲ呈 スル ニ至ルモ ノハ稍少

シ.束 状層 ニ於 ケル細胞ハ稍大ナル塞胞 ヲ多數 ニ

有 シ蜂窩状 ヲ呈スルモ ノ甚 ダ多 シ.網 状層ニ於テ

モ胞體 ハ一般 ニ稍大ナル空胞 ヲ多數 ニ有 シ蜂窩状

ヲ呈 スル細胞モ亦稍多數ニ認 メラル.髓 質細胞ハ

一般ニ小 サク 「クローム顆粒」 ヲ充 シテ暗 色ヲ呈

シ,「 クローム顆粒」減少 シテ明色ヲ呈 スルモ ノハ

少 シ.

類脂肪 ヲ觀ルニ,絲 毬層ハ前者 ニ比 スレバ稍 少

キモ尚 ホ多量 ノ脂肪滴 ヲ有 シ略 ボ正常動物ニ於 ケ

ルモノ ト同樣 ナ リ.束 状層 ニ於 テモ亦多 ク,脂 肪

滴 ハ一般 ニ稍大,胞 體内ニ 之 ヲ充 セル モ ノヲ多數

ニ認ム.網 状層 ニ於 テモ亦脂肪滴 ハ一般 ニ大キ ク

且多量ニ認 メラレ,胞 體内 ニ之 ヲ充セル モ ノモ多

數 ニ認メラレ,髓 質 ト共 ニ皮質 モ亦正常動物 ト略

ボ同樣 ニナ レル ヲ知ル.

肋骨々折時ニ於 ケル副腎所見總括

敍 上ノ肋骨 々折 ヲ施 シタル白鼠 ノ骨折後 ノ各時

期 ニ於 ケル副腎 ノ變化 ヲ總括 スル ニ,副 腎ハ骨折

後其 ノ皮質ニ於 ケル類脂肪 ノ減少 ト髓 質細胞 ノ肥

大竝 ニ「クローム顆粒」ノ減 少 トヲ招來 スルモ ノニ

シテ,皮 質 ニ於 ケル脂紡物質 ノ減少ハ絲毬層 ニ於

テ最 モ著明 且速 ナ リ.之 ヲ時 期的 ニ觀察 スル ニ,

骨折後1日 ニテハ束状層,網 状層 ニハ尚 ホ類脂肪

ノ減少 ヲ殆 ド認 メザル モ絲毬 層ニ於テ ハ特 ニ被膜

ニ接 ス ル 外層ニ於テ既 ニ其 ノ減少 ヲ認 ム ル ニ至

ル.骨 折後2日 ニテ ハ絲毬層 ニ於 ケル類脂肪 ノ減

少ハ稍著明 トナ リ,束 状層,網 状層 ニ於 テモ亦多

少其 ノ減少 ヲ認 ム.骨 折後3日 ニ テハ絲毬層 ニ於

ケル類 脂肪 ノ減 少ハ益 々著明 トナ リ,被 膜 ニ接 ス

ル外層 ニハ殆 ド之ヲ認 メザル ニ至ルモ ノア リ.束

状層内層及 ビ網状層ニ於 ケル脂肪滴ハSudan III

ニ對 スル染色性 ヲ低下 シ且其 ノ或者 ハ一部分 ノ脱

落 ニヨ リ不規則 ナル形態 ヲ示 スニ至ル モ ノア リ.

骨折後5日 ニテハ絲毬層 ニ於 ケル類脂肪 ノ減少ハ

最 モ顯著 ニシテ,殆 ド之 ヲ認 メザル モ ノア リ.束

状層及 ビ網状層 ニ於テハ類脂肪 ノ減少稍輕度 ナル

モ,脂 肪滴ハ染 色不良 ニシテ且 一部 ノ脱落 ニヨ リ

不規則ナル形態 ヲナセルモ ノヲ多數 ニ認ム.骨 折

後1週 ニテハ絲毬層 ニ於 ケル類脂肪ハ前者 ニ比 シ

多 少増加セル ガ如 キモ束状層,網 状層 ニ於 ケルモ

ノハ減少稍著明 トナ リ且染色性 ノ不良ナル モノ,

一部 ノ脱落ニ ヨリ不規則ナル形態 ヲナ セルモ ノナ

ドヲ多數 ニ認 ム.然 ル ニ之等 ノ變 化ハ骨折後2週,

次 イデ3週 ト漸次 ニ輕減サレ骨折後4週 ニテハ再

ビ各層 ニ於 ケル類脂肪 ノ輕度 ナル減 少ヲ ミ,骨 折

後5週 ニテ稍 著明 トナルモ骨折後5日 乃至1週 ノ

モ ノニ比 スレバ遙 ニ輕度 ニシテ且染 色性 ノ異常ナ

ドハ認 メラレズ.骨 折後7週 以後 ハ,之 等 ノ變化

ハ漸次 ニ囘復 シ,骨 折後9週 ニテハ略 ボ正常 ト同

樣 ニ ナ リ,骨 折變12週 ニ於 テモ變 化ハ認 メラレ

ズ.

髓質 ニ於テハ骨折後1日 及 ビ2日 ニテハ尚 ホ著

明 ナル變 化ハ認 メラレザルモノ骨折後3日 ニテハ

胞體肥大 シ「クローム顆短」ノ 減少 ヲ來 シテ稍明調

ヲ示 ス細胞 ガ細 葉状 ニ現ルル ヲ認 ムル ニ至ル.骨

折後5日 ニテハ其 ノ度著明 トナ リ,「 クローム顆

粒 」 ノ減少著 シク,胞 體 ノ周邊部 ニ明 キ層 ヲ認 ム
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ル ニ至 ルモ ノア リ.骨 折後1週ニ 於テモ略 ボ之 ト

同樣 ナルモ,骨 折後2週 以後ハ 之等 ノ變化ハ漸次

ニ輕減 シ,骨 折後4週ニ テハ既ニ 胞體 ノ肥大ハ殆

ド認 メラレザル ニ至リ,骨 折後7週ニ 至レバ 「ク

ロ ー ム顆 粒」 ノ減 少 モ殆 ド認 メ ラレザ ル ニ至 リテ

略ボ 正 常動 物 ト同樣 ニ ナ リ,骨 折後9週-12週

ニテ モ變 化 ハ認 メ ラ レズ.

第1表 肋 骨 骨 折 動 物ニ 於 ケ ル 所 見
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第2項 上膊骨及 ビ大腿骨 々折動物 ニ於

ケル副腎 ノ所見(第2表 參照)

骨折後1日.被 膜 ニ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ於

ケル細胞ハ束状層ニ接 スル内層 ニアル モ ノハ多數

ノ空胞 ヲ有スルモ,被 膜ニ接 スル外層ニ アルモ ノ

ハ少シ.束 状層 ニア リテハ絲毬 層ニ接 スル外層 ニ

空胞 ヲ殆 ド有セザル細胞ヲ認ムルモ,其 ノ他 ノ部

分 ニ於 ケル細胞ハ一般 ニ稍大ナル空胞 ヲ多數 ニ有

スルモ ノ多 シ.網 状層 ニハ著變 ヲ認 メズ.髓 質細

胞ハ一般 ニ尚ホ胞體小サク,「クローム顆粒」ヲ密

ニ有シテ暗色 ヲ呈 スル モノ多キモ,所 々ニ胞體稍

大キ ク,「クローム顆粒」疎ニシテ稍明 キ細胞 ヲ細

葉状 ニ認ムル モ ノア リ.

類脂肪 ヲ觀ルニ,絲 毬層 ニ於テハ多少其 ノ減 少

ヲミルモ殊ニ被膜 ニ接 スル外層 ニ於 テ著明ナ リ.

束状層 ニ於 ケル脂肪滴ハ多少減 少セル ト共ニ網状

層ニ於 ケルモ ノ ト同樣 ニ染 色性 ノ低 トセルモ ノア

リ.其 ノ或者ハ一部分 ノ脱落ニヨ リ不規則ナル形

態 ヲナスニ至 レルモノア リ.網 状層ニ於 テハ尚 ホ

其 ノ外ニ脂肪 ノ減少 ヲ輕度 ニ認ム.

骨折後3日.被 膜 ニ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ於

ケル細胞ハ空胞 ヲ有 スルモ ノ少ク,殊 ニ被膜 ニ接

スル外層 ニ於 テ其 ノ度著明 ナ リ.束 状層 ニ於 ケル

細胞モ亦空胞 ヲ有スル コ ト稍少 ク,網 状層 ニ於 テ

ハ稍著明 ニ空胞 ノ減 少セルモ ノヲ認 ム.髓 質細胞

ハ「クローム顆粒」ヲ密 ニ有 シテ暗 色ヲ呈 スル モ ノ

多 キモ,「 クローム顆粒」稍疎 ニシテ胞體大 キク,

核 モ亦泡状 ニ肥大セルモ ノヲ細葉 状ニ認 メ,其 ノ

數 ノ稍 多キモノア リ.

類脂肪 ヲ觀ルニ,絲 毬層 ニ於 テハ其 ノ減 少著明

ニシテ殊 ニ被膜 ニ接 スル外層 ニ於テハ殆 ド之 ヲ有

セザル細胞 ヲ多數 ニ認ム.束 状層 ニ於テハ脂肪滴

ノ減少稍輕度 ナル モ,其 ノ大 キサハ一般 ニ小サ ク

之 ヲ充 セル細胞ハ稍 少 シ.網 状層 ニ於テハ脂肪滴

ノ減 少著明 ナ リ.

骨折 後5日.被 膜ハ多少肥厚セルモ ノアル モ其

ノ外 ニ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ於 ケル細胞 ハ稍小

サ ク,空 胞モ亦 小サ ク且少 シ.束 状層 ニ於 ケル細

胞ハ空胞 ヲ有 スル コ ト少 ク殆 ド之 ヲ有 セザル モ ノ

ア リ.又 絲毬層 トノ境界 ノ不明瞭 ナル モ ノア リ.

網状層 ニ於 テモ空胞 ヲ殆 ド有 セザル細胞 ヲ多數 ニ

認ム.髓 質細胞ハ一般 ニ稍大 キク,「 クローム顆

粒」 ノ減少ア リテ胞體明 ク,其 ノ或者ハ 「クロー

ム顆粒」 ノ減 少著明 トナ リ胞體 ノ周邊部 ニ多數 ノ

小サキ空胞 ヲ認 ムル モ ノア リ.斯 ノ如 キ細胞 ハ髓

質 ノ周邊部ニ 多 ク認 メラレ,核 ハ大 キク色質 ニ乏

シ.

類脂肪 ヲ觀ル ニ,皮 質ニ於 テハ各層 ニ亙 リテ著

明ナル減 少ヲ見,絲 毬層 ニ於 テハ被膜 ニ接 スル外

層 ニ於 テ殊 ニ著明ナ リ.束 状層 ニ於テ ハ脂肪滴 ヲ

有 スル コト甚ダ少キ細胞 ヲ多數 ニ認 メ,束 状層内

層及 ビ網状層ニ於テハ殆 ド之 ヲ有セザル細胞 モ亦

多數 ニ認 メラル.尚 ホ網 状層 ニハ小 サキ空胞 ヲ多

數 ニ有スル細胞 ア リ.

骨折後1週.被 膜ハ輕 度 ニ肥 厚セル モ ノアルモ

其 ノ外ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ於 ケル細胞 ハ
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胞體一般 ニ稍小サ ク,微 細 ナル空 胞 ヲ少數有シ,

被膜 ニ接 スル外層 ニ於テハ空胞殊 ニ少シ.束 状層

ニ於 ケル細胞 モ亦空胞 一般 ニ少 ク,網 状層ニ於 テ

ハ其 ノ度著明ニ シテ空胞 ヲ殆 ド有 セザル細胞 ヲ多

數 ニ認 ム.髓 質細胞ハ胞體 一般ニ稍 大キク,「クロ

ーム顆粒」モ亦疎ナル モ ノ多キモ,胞 體小サ ク「ク

ローム顆粒」密 ニシテ暗 色ヲ呈 スル モ ノモ細葉状

ニ認 メラル.

皮質 ニ於 ケル類脂肪 ノ減少ハ各層 ニ亙 リテ最 モ

著明 ナ リ.絲 毬層 ニ於 テハ脂肪滴 ハ著明 ニ減少 シ,

殊 ニ被膜 ニ接 スル外層 ニ於 テハ殆 ド之 ヲ有セザル

細胞 ヲ多數 ニ認ム.束 状層 ニ於テモ亦減 少著明 ニ

シテ脂肪滴 ヲ充セル細胞 ハ甚ダ少 ク,之 ヲ殆 ド有

セザル細胞 ヲ多數 ニ認 ム.網 状層 モ亦束状層 ニ於

ケルモ ノ ト同樣 ナル モ其 ノ度 更ニ顯著 ナ リ.而 シ

テ束状層内層 及ビ網状層 ニ於 テハ染 色性 ノ不良 ナ

ル脂肪滴,或 ハ其 ノ一部分 ノ脱落 ニヨ リテ不規則

ナル形態 ヲナセルモ ノナ ドヲ多數 ニ認 ム.

骨折後2週.被 膜 ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ

於 ケル細胞ハ稍小サ ク被膜 ニ接 スル外層 ニ於 ケル

モ ノハ空胞甚ダ少キモ,束 状層 ニ接 スル内層 ノモ

ノハ稍大ナル空胞 ヲ有 スル モノア リ.束 状層 ニ於

ケル細胞モ亦空胞甚 ダ少 シ.網 状層 ニ於 ケル細胞

ハ一般 ニ稍小サ ク,空 胞 ヲ認 ムル コト少 シ.髓 質

細胞 ハ一股 ニ胞體 小サ「ククローム顆粒 」ヲ密 ニ有

シテ暗色 ヲ呈 スル モ ノ多 キ モ,胞 體稍大キ ク顆粒

モ亦疎 ニシテ明 キ細胞モ少數認 メラル.

類脂肪 ヲ觀ル ニ,絲 毬層 ニ於 テハ稍著明ニ減 少

シ,被 膜 ニ接 スル外層 ハ特 ニ著明 ナルモ,束 状層

ニ近 キ内層 ニハ稍大ナ ル脂肪滴 ヲ有 ス ル モ ノア

リ 束状層 ニ於 ケル脂肪滴 モ亦著明 ニ減 少シ,胞

體内 ニ認 メラルル大 ナル脂肪滴 ハ一般 ニ染色性稍

不良 ナ リ.網 状層 ニ於 ケル細胞 モ亦脂肪滴 ノ含量

少 ク,之 ヲ充 セル末型 ノ細胞ハ甚ダ少シ.

骨折後3週.被 膜 ニ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ於

ケル細胞 ハ空 胞稍少 ク,被 膜 ニ接 スル外層 ニ於テ

殊 ニ著明 ナル ト共 ニ其 ノ部 ノ細胞ハ胞體稍小 ナ

リ.束 状層 ニ於 ケル細胞 ハ空胞 ヲ多數 ニ有 スルモ

ノ多 キモ,網 状層ニ接 スル内層 ニ於 ケルモ ノハ網

状 層ニ於 ケル細胞 ト共 ニ胞體稍小サ ク空胞ハ 一般

ニ稍多 シ.髓 質細胞 ハ胞體 一般 ニ小サ ク 「クロー

ム顆粒」 ヲ密 ニ有シテ暗 色ヲ呈 スル モノ多 ク,胞

體大 キク「クローム 顆粒」ノ疎 ナルモ ノハ稀ナ リ.

類脂肪 ヲ觀ルニ尚 ホ著明 ナル 減少 ヲ示 スモ ノア

ルモ既 ニ稍 多量 ニ認 メラルルニ 至レルモ ノ多 ク,

絲 毬層 ニ於テハ被膜 ニ接 スル外層 ニハ尚 ホ脂肪滴

少 キモ,束 状層 ニ接 スル内層 ニハ多量 ニ認 メラル.

束状層 ニ於テモ稍大 ナル脂肪滴 ヲ充セル細 胞 ヲ稍

多數 ニ認ムル ニ至 リ,網 状層 ニ於テモ亦大ナル脂

肪滴 ヲ充セル モ ノヲ多數 ニ認 ム.

骨折後4週.被 膜 ニ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ於

ケル細胞ハ稍 多數 ノ空胞 ヲ有 シテ明 ク,束 状層 ニ

於 ケル細胞モ亦 多數 ノ空胞 ヲ有 シテ蜂 窩状 ヲ呈 ス

ル モ ノ多 キモ空 胞甚ダ少 キ細胞 モ尚ホ多數 ニ認 メ

ラル.網 状層 ニ於 ケル細胞ハ稍小サ ク,空 胞 ヲ有

スル コ ト少キモ ノヲ多數 ニ認 ム.髓 質細胞 ハ一般

ニ胞體小サ ク「クローム顆粒」ヲ密 ニ有 シテ暗 色ヲ

呈 スルモ ノ多 ク,胞 體大 キク「クローム顆粒」ノ疎

ナルモ ノハ少シ.

類脂肪ハ稍 多量ニ認 メラルル ニ至 リ,絲 毬層 ニ

於テモ被膜ニ接 スル 外層 ニ至ルマデ之 ヲ稍多 量ニ

有 スルモ ノ多 シ.束 状層 ニ於 テハ脂肪滴 ヲ稍多量

ニ有 スル細胞多キモ,絲 毬層 ニ接 スル内層 ニ於 ケ

ルモ ノハ大キサ大 ナル モ染 色性不良ナ リ.網 状層

ニ於テハ脂肪滴 一般 ニ小サ ク,之 ヲ多數 ニ有スル

モ ノモ其 ノ染 色性 ノ稍 不良 ナルモ ノ多 シ.

骨折後5週.被 膜 ハ多少薄 ク波状 ヲ呈 スル モ ノ

アルモ其 ノ外 ニ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ於 ケル細

胞 ハ多數 ノ空 胞 ヲ有 シ テ 蜂窩状 ヲ呈 スル モ ノ多

ク,束 状層 ニ於 テモ亦胞體 ハ多數 ノ空胞 ヲ有シテ

蜂窩状 ヲ呈 スル モノヲ甚 ダ多數 ニ認 ム.網 状層ニ

於 ケル細胞ハ前2層 ニ比 スレバ稍少 キモ多數 ノ空

胞 ヲ有 スルモ ノ多 シ.髓 質細胞ハ胞體 小サ ク 「ク

ローム顆粒」 ヲ密 ニ有 シテ暗 色ヲ呈 スルモ ノ甚ダ
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多 シ.

類脂肪 ヲ觀 ル〓,皮 質各層 ニ亙 リア甚ダ多量 ニ

認 メラレ,正 常動物以 上ニ存スルモ ノノ如 ク,絲

毬層 ニ於テハ被膜 ニ接 スル外層 ニ至ルマデ多最 ノ

脂肪滴 ヲ有 スル細胞多 ク,且 其 ノ脂肪滴 ハ一般 ニ

稍大ナ リ.束 状層 ニ於テハ稍大ナル脂肪滴 ヲ胞體

内 ニ充セル モノ多 ク,網 状層 ト共 ニ多最 ノ脂肪滴

ヲ有 シ,其 ノ染色性亦可良 ナ リ.

骨折後6週.被 膜 ニ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ於

ケル細胞 ハ空胞 ヲ充 シ テ蜂窩状 ヲ呈 スル モ ノ多

ク,束 状層 ニ於テモ絲毬層ニ接 スル外層 ニ空胞 少

キ部分 ヲ認 ムルモ,其 ノ他 ニ於 テハ空胞 ヲ多數 ニ

有 シテ蜂窩状 ヲ呈 スル細胞 ヲ甚ダ多數 ニ認ム.網

状層 ニ於 ケル細胞ハ稍大ナル空胞 ヲ有 スルモ之 ヲ

多量ニ有 スルモ ノハ少シ.髓 質細胞ハ一般 ニ胞體

小サ ク「クローム顆粒」ヲ充 シテ暗 色ヲ呈 スルモ ノ

多 シ.

類脂肪 ヲ觀 ルニ,絲 毬層ハ稍大 ナル脂肪滴 ヲ多

量 ニ有 スル細胞多 ク.束 状層ハ絲毬層 ニ接スル外

層 ニ於 テ稍少キモ,其 ノ他 ノ部分ニ 於テハ之 ヲ多

量 ニ認 メ,網 状層 ニ於 テハ一般 ニ稍 少ク,脂 肪滴

ヲ充 セル細胞ハ散在性 ニ認 メラルル ノミナ リ.

骨折後8週.被 膜 ニハ著變 ヲ認 メズ.絲 毬層 ニ

於 ケル細胞ハ稍大 ナル空胞 ヲ充 シテ蜂窩状 ヲナセ

ル細胞 ヲ甚ダ多數 ニ認 ム.束 状層 ニ於テハ絲毬層

ニ接 スル外層ニ ハ胞體 小サ ク空胞 ヲ殆 ド有セザル

細胞 ヲ認ムルモ,其 ノ他 ノ部分ニ 於テハ甚ダ多數

ノ空胞 ヲ有 スルモ ノ多 ク,内 層ニ 向 ツテ其 ノ大 キ

サ ヲ増 シ,網 状層ニ於 テハ空胞稍少キモ大 キサ大

ナ リ.髓 質細胞ハ胞體小サ ク「クローム顆 粒」ヲ密

ニ有シテ暗 色ヲ呈 スルモ ノ甚ダ多 ク 「クローム顆

粒」稍疎ナルモ胞體一般ニ 小ナ リ.

類 脂肪 ヲ觀ル ニ,皮 質各層ニ亙 リテ甚ダ多量 ニ

認 メラレ正常動物ニ 於 ケル ヨリモ尚 ホ多 シ.束 状

層 ノ絲 毬層ニ接 スル外層 ニハ脂肪滴 ノ稍少キ部分

アル モ,絲 毬層,束 状層共ニ多量 ノ脂肪滴 ヲ充 セ

ル細胞甚ダ多 ク,網 状層 ニ於テモ大 ナル脂肪滴 ヲ

多量ニ有 スル モ ノ多 シ.

骨折後12週.被 膜 ニハ著變 ヲ認 メズ.絲毬層 ニ

於 ケル細胞 ハ稍大ナル空 胞 ヲ充 シテ蜂窩状 ヲ呈 ス

ルモ ノ甚 ダ多 ク,束 状層ニ於 テモ絲毬層ニ 接 スル

外層ニ空胞稍 少ク胞體 ノ小 サキ細胞 ヲ多數認 ムル

外蜂窩状 ヲナス細胞 ヲ甚 ダ多數ニ 認 ム.網 状層 ニ

於 ケル細胞 ハ空胞稍少 キモ大 ナル モ ノ多 シ.髓 質

細胞ハ胞 體 小サ ク「クロ ーム顆粒」ヲ密 ニ有 シテ暗

色 ヲ呈 スルモ ノ甚 ダ多 シ.

類脂肪 ヲ觀 ルニ,略 ボ正常動物ニ 於 ケル モ ノト

同樣 ニシテ,絲 毬層 ハ被膜ニ接 スル 外層ニ稍 少キ

部分 ノ存 スルモ ノアル モ一般 ニ甚ダ多量ニ之 ヲ認

メ,束 状層ニ 於テハ脂肪滴稍 少キモ一般 ニ大 キ ク

形態稍 不規則ナルモ ノ多 シ.

上膊骨及 ビ大腿骨骨折動物ニ 於 ケ ル副腎 ノ所

見總括

本實驗ニ 於 ケル骨折 白鼠 ノ副腎所見 ヲ總 括 スル

〓,骨 折後皮質細胞ニ 於 ケル類脂肪 ハ減少 シ,髓

質細胞 ニ於テハ「クローム顆 粒」ノ減 少 ト胞體 ノ肥

大 トヲ來 ス.即 チ副腎皮質ニ於 ケル類脂肪 ノ減少

ハ骨折後1日 ニテ既 ニ多少認 メラレ,殊ニ 絲毬層

ノ被膜ニ 接スル 外層ニ 於テ著 明ナ リ.骨 折後3日

ニテハ更ニ高度 トナ リ,絲 毬層 ノ被膜ニ 接 スル細

胞 ニハ殆 ド之 ヲ認 メザルモ ノ多 ク束状層,網 状層

ニ於テ モ類脂肪 ノ減 少ハ顯著 トナ リ且其 ノ含有量

ハ細胞ニ ヨ リテ甚ダ不規則 ニシテ脂肪滴 ノ大キサ

モ亦 不同 ナ リ.骨 折 後1週 ニテハ皮質各層ニ 亙 リ

テ類脂肪 ノ減少ハ最 モ顯著 トナ リ且其 ノ染 色性ハ

低 下 シ,大 ナル脂肪滴 ハ一部 ノ脱落 ニヨ リ不規則

ナル形態 ヲナスモ ノ多 シ.骨 折後2週 ニ テハ1週

ニ比 シ類脂肪 ノ含有量稍増加セル ガ如 キモ各層 ニ

亙 リテ尚 ホ著明 ナル減 少ヲ示 シ,脂 肪滴 ハ稍大 ナ

ルモ染色性 不良 ナ リ.骨 折後3週 ニテハ皮質各 層

ニ亙 リテ稍著明ナル類脂肪 ノ増加 ヲ來 シ
,骨 折 後

4週 ニテモ 略 ボ之 ト同樣 ナルモ特 ニ絲毬層ニ 於 ケ

ル増加著明 ナ リ.骨 折後5週 ニテ ハ皮質 ニ於 ケル

類 脂肪 ノ増加ハ益 々顯著 トナ リ,正 常動物ニ 於 ケ
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ル ヨ リモ尚 ホ多 量 ニ認 メラ〓 其 ノ後 多 少 ノ増 減

ハ認 メ ラ ル ル モ骨 折後12週 ニ至 ル マデ多 量 ニ認

メラ レ,正 常 動 物 ニ於 ケル ト同 樣 ナル カ,稍 多 キ

モ ノ ノ如 シ.

骨 折 動 物ニ 於 ケル 副 腎髓 質 ヲ觀 ル ニ,骨 折 後1

日 ニテ ハ 胞體 尚 ホ小 サ ク「クロー ム 顆 粒」ヲ密 ニ有

シテ 暗 色 ヲ呈 スル モ ノ多 キ モ,既 ニ胞 體 稍 肥 大 シ

「ク ロー ム顆 粒 」ノ多 少 疎 ナル 細 胞 モ認 メラル.骨

折 後3日 ニテハ 胞 體 肥 大 シ「ク ロー ム顆 粒 」減 少 シ

テ 稍 明 キ細 胞 ガ細 葉状 ニ集 リテ 多 數認 メラル ルニ

至 リ,骨 折後5日 ニテ其 ノ度 最 モ高 度 トナル.即

チ髓 質細 胞 ハ肥 大 シ「クロ ー ム顆 粒」ハ著 明 ニ減 少

シテ胞體明 ク,周 邊部 ニ ハ小サキ空胞 ヲ多數 ニ認

ムル モ ノアリ.骨 折後1週 ニテハ 上記 ノ變 化ハ尚

ホ著明 ニ存 スルモ「クローム顆粒」ヲ密 ニ有シ胞體

ノ小サ キ細胸 ガ多少増加 セル ヲ認 メ,骨 折後2週

ニテハ後考 ノ増 加益 々顯 著 トナ リ,骨 折後3週 ニ

テハ尚 ホ「クローム顆粒」疎 ニシテ胞體 ノ肥大セル

モ ノヲ多少認ムルモ,胞 體小サ ク暗 色ヲ呈 スル モ

ノ益々増加 シ,骨 折後4週 ニテハ略 ボ正 常動物 ニ

於 ケル ト同樣 トナル.骨 折後5-12週 ニ於 ケルモ

ノハ多 少 ノ動搖 アルモ略 ボ正常動物 ニ於 ケル ト同

樣ナ リ.

第2表 上膊骨及ビ大腿骨骨折動物ニ於ケル所見
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第3節 骨折部所見

第1項 肋骨 々折部所見

本實驗 ニ於 ケル白鼠 ノ肋骨 々折部所見 ノ詳細 ハ

第2編 ニ於テ述 ブベキヲ以テ爰 ニハ上膊 骨及 ビ大

腿骨々折部 ノ所見 ト對比スル ガ爲其 ノ概括的 所見

ヲ述 ブル ニ止 メタ リ.

肋骨 ノ骨折局所 ニ於 ケル骨芽組織 ノ増殖ハ骨折

後1日 ニテハ尚ホ殆 ド認 メラレザルモ2日 後 ニ至

レバ骨膜ハ肥厚 シテ内外 ノ2層 ヲ明 カニ區別 スル

ニ至ル.3日 後 ニテ 骨芽組織 ハ著明 ニ増殖 シ其

ノ一部ハ類軟骨組織 ニ,一 部 ハ骨樣組織 ニ分化サ

ルルヲ認ム.骨 折後5日 ニテハ骨芽組織 ト共 ニ類

軟骨及 ビ骨樣組織ハ著明 ニ増殖 シ且其 ノ一部 ニハ

各々軟骨組織及 ビ骨梁材 ノ形成 ヲ認ムルニ至ル.

骨折後1週 ニテハ骨芽組織 ノ増殖ハ漸 次ニ減退 シ

始ムル モ軟骨組識 ノ發育ハ益 々旺盛 トナ リ,他 方

其 ノ破壞 ニヨ リテ軟骨梁材形成 サレ,其 ノ一部 ハ

更 ニ骨梁化 ヲナス.斯 クシテ間接及 ビ直接骨化ハ

竝ビ行ハ レテ骨梁材 ノ形成亦甚 ダ旺 盛ナ リ.骨 折

後2週 ニテハ既 ニ骨芽組織 ノ増 殖ハ殆 ド認 メラレ

ザルニ至ル モ直接骨 化竝 ニ間接骨 化ハ旺 ニ行ハ レ

テ骨 ノ新 生ヲ著 明 ニ認 ムルモ,骨 折後3週 ニ至 レ

バ直接骨化 ノ像先ヅ衰ヘ始 メ,次 イデ軟骨組織モ

亦漸次 ニ萎縮減少 ス.骨 折後4週 ニ至 レバ間接骨

化モ亦衰ヘテ,骨 折後5週 以後 トモナレバ殆 ド骨

ノ新生ハ認 メラレザル ニ至ル.然 ル ニ他方骨 ノ改

造機轉 ヲ觀ルニ,骨 折後5日 ニテ骨 梁材 ノ形成 ト

共 ニ造骨細胞現 レテ骨質 ノ添加 ヲナシ,又 骨折骨

ノ内面 ニハ破骨細胞現 レテ骨質 ノ吸收 ヲ始 ム.骨

折後1週 ニテハ造 骨細胞 ニヨル骨質 添加 ハ益 々盛

トナ リ,他 面骨質 ノ窩状吸收竝 ニ平滑吸收 モ亦行

ハルルニ至ル.骨 折後2-4週 ニテハ骨 質 ノ添加,

吸收 共 ニ益 々旺盛 トナ リ骨 梁 ノ改造著明 トナル ト

共 ニ他方骨髓 腔ハ漸次擴 大サ レ,假 骨組織 ヲ包 メ

ル外周 ノ骨板 モ亦漸次強大 トナル.斯 クシテ漸次

擴大サレタル骨髓 腔 ハ骨折後5週 ニテ上下完 全 ニ

相通 ジ,假 骨 外周 ノ骨板 ハ益々強 化サ レテ骨折 ノ

完全治癒 ヲ略 ボ完成 スル ト共 ニ骨改造ハ漸 次 ニ減

弱 スル ニ至ル.骨 折後7-12週 ニテハ骨改 造機轉

ハ尚 ホ輕度ニ認 メラルルモ骨折部 ハ殆 ド正 常 ノ状

態 ニ復舊 サ ルル ニ至ル.

第2項 上膊 骨及 ビ大腿骨 々折部所見

本實驗 ニ於 ケル白鼠 ノ上膊 骨及 ビ大腿 骨 々折部

所見 ハ各例 ニ就テ詳細記述 スル煩 ヲ避 ケ其 ノ要點

ヲ第2表 ニ記 入スル ニ止 メ此處 ニハ總括 的所見 ヲ

述 ブル コトトセ リ.骨 折部 ニ於 ケル骨芽組織 ノ増

殖 ハ既 ニ骨折後1日 ニテ僅 ニ認 メラルル ニ至 リ,

其 ノ後漸次 ニ増強 シテ骨折後5日 ニテ最モ顯著 ト

ナルモ,以 後骨芽組織 ノ増殖ハ再 ビ漸次 ニ減弱 シ

テ4週 以後 ニテハ殆 ド之 ヲ認 メザル ニ至ル.然 ル
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ニ骨芽組織 ハ骨折後3日 ニ テ一 部 ハ類軟骨組織

ー,一 部ハ骨樣組織 ニ分 化サルル ニ至 リ,骨 折後

5日 ニテ之等 ハ更 ニ進 ミテ各 々軟骨組織 及ビ骨組

織 ニ分化サ レ骨梁材 ノ形成サ ル ル ヲ認 ムル ニ至

ル.骨 折後1週 ニテ ハ軟骨組織 ハ漸次 ニ破壞サ レ

テ軟骨梁材 ヲ形成 シ,更 ニ進ンデ其 ノ骨 梁化 ヲ認

ムル モ ノア リ,或 ハ未 ダ之 ヲ認 メザルモ ノア リテ

骨折治癒經過 ニ稍遲速 ヲ來 ス.斯 ノ如 ク直接骨 化

及 ビ間接骨化ハ必ズシモ併行セザル モ骨折後2-

3週 ニ於テ骨芽分化 ハ最 モ旺 盛 トナル.然 ル ニ骨

折後4週 ニテハ骨芽分化ハ漸次 ニ減退 シ始 メ,骨

折後5週 以後 ニテハ直接骨化ハ甚 ダシク輕度 トナ

リ,間 接骨 化ハ殆 ド認 メラレザル ニ至ル.而 シテ

骨折後12週 ニテハ骨化ハ直接,間 接共 ニ殆 ド認 メ

ラレザノレニ至ル.

次 ニ骨改 造機轉 ヲ觀 ルニ骨新生機轉 ニ稍遲レテ

骨折後5日 ニテ漸 ク認 メラルルニ至ル.即 チ骨 梁

材 ノ形成 ニ伴ヒテ造骨細胞現レ骨質 ノ添加 ヲ ミル

モ骨質 ノ吸收ハ尚ホ殆 ド認 メラレズ.骨 折後1週

ニテハ既 ニ骨質 ノ吸收 モ亦認 メラル ルニ至ルモ骨

質 ノ添加ハ略ボ前者同樣 ニシテ尚 ホ輕度 ナ リ.然

レ ドモ骨折後2週,次 イデ3週 ト骨梁形成 ノ旺 盛

ナル時期 ニ於テハ同時 ニ骨質 ノ添加 及ビ吸收モ亦

旺盛 ニシテ骨改浩ハ盛 ニ行 ハル.骨 折後4週 以後

骨 質 ノ添加竝ニ吸收 ノ兩作用ハ漸次 ニ衰 フルモ尚

ホ可成旺盛 ニ認 メラレ,骨 折後6週 以後 ニ於テハ

骨 質 ノ添加ハ尚ホ可成旺盛 ニ認 メラルル モ,骨 質

吸收 ハ稍著明 ニ減弱 ヲ來 ス.骨折後12週 ニテハ骨

新生ハ殆 ド認 メラレザル ニ至ルモ骨改造機轉ハ,

殊 ニ骨質 ノ添加作用ハ尚 ホ盛 ニ行 ハルル ヲ認ム.

第4章 總 括 竝 ニ考 按

前章ニ縷述 セル實驗成績 ヲ總括 スル ニ,白 鼠 ニ

於テ肋骨或 ハ四肢管状骨 ノ人工的骨折 ヲ起サ シム

レバ,其 ノ副腎 ノ皮髓兩質 ハ二次的 ニ一定顯著ナ

ル組織學的變 化 ヲ招來 シ,殊 ニ皮 質細胞 ニ於 ケル

類脂肪ハ減 少シ,髓 質細 胞 ニ於 テハ胞體 ノ肥大竝

ニ 「クローム顆粒 」ノ減 少 ヲ來 ス.而 シテ之等 ノ

變 化ハ骨折後時期的 ニ一定 ノ推移 ヲ辿ノレモ ノニシ

テ,皮 質細胞 ニ於 ケル類 脂肪 ノ減少ハ骨折 後1日

ニテ既 ニ輕度 ニ現 レ,漸 次其 ノ度 ヲ増強 シ,骨 折

後5-7日 ニテ最モ強度 トナ ル モ以後ハ再 ビ漸次

ニ囘復 シ,骨折後5-9週 ニハ略 ボ正常動物 ニ於 ケ

ル ト同樣 ナル状態 トナル.尚 ホ類脂肪 ノ減少 ハ先

ヅ絲 毬層 ニ於 ケル外層 ヨ リ始 マ リ漸次 ニ各層 ニ及

ブ ヲ見 ル.髓 質細胞 ニ於 ケル胞體 ノ肥大竝 ニ 「ク

ローム顆 粒」 ノ減少ハ倶ニ略 ボ其 ノ消長 ヲ同 ジク

スルモ ノニシテ,骨 折後3日 ニテ既 ニ胞體 大 キク

「クローム顆粒」少 ク,明 キ細 胞 ヲ細葉状 ニ認 ムル

ニ至ル モ,斯 ノ如 キ變化ハ漸次 ニ増強 シ,骨 折後

5日 ニテ最 モ強度 トナ リ,以 後 ハ再 ビ漸次 ニ舊 ニ

復 シ,骨 折後4-7週 ニテ略 ボ正常 ニカヘル.

以上骨折後 ニ發來 スル副腎 ノ變 化 ヲ夫 々同時期

ニ於 ケル骨折局所 ノ組織學的 所見 ト照合考察 スル

ニ亦一定 ノ關聯性 ア リ.上 述 ノ皮髓 兩質 ノ變 化ハ

共 ニ骨芽組織 ノ増殖 ト略ボ期 ヲ一 ツ ニ シテ 發現

シ,骨芽組織 増殖 ノ最 モ旺盛ナル骨 折後3日-1週

ニ於テ最モ顯著 トナ リ,骨 芽組織増殖 ノ減退 ト共

ニ輕減サ レ,次 イデ漸次 ニ消退スル ニ至ル關係 ア

ル コ トヲ明カ ニシタ リ.而 シテ骨芽組織分 化竝 ニ

假骨改造機轉 ト副腎 ノ變化 トノ間 ニハ何等 ノ關係

ヲ認 メ得ザルモ ノノ如 シ.

斯 ノ如キ副 腎 ニ於 ケル骨折後 ノ變化ハ肋 骨 々折

白鼠 ト大腿骨 々折 白鼠 トノ間 ニ質的 ニ著明ナル差

違 ハ認 メ得ザ リシモ後者 ノ場合ハ前者 ノ場 合ニ比

シ變化稍高度ナルモ ノア リ.皮 質 ニ於 ケル類脂肪

ノ減 少ハ肪骨 々折例 ニ於 テハ骨折後5日 ニテ最モ

高度 トナ リ脂肪滴 ヲ絲 毬層 ニ殆 ド認 メザル ノミー

テ束状層 ニハ尚 ホ稍多量ニ認 メタル ニ對 シ,大 腿

骨 々折 例ニ於テ ハ骨折後1週 ニテ皮質 ニ於 ケル類

脂肪 ノ減 少ハ最 モ高度 トナ リ且此所見 ハ絲毬層 ニ

最 モ著明 ナル モ他 ノ各層 ニ於 テモ顯 著ナル ヲ認 メ

タ リ.髓 質 ニ於 ケル變化ハ兩例共 ニ骨折後5日 ニ

テ最高 トナ リ,大 腿 骨 々折例 ニア リテ ハ肋骨 々折
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例 ニ比 シ其 ノ變化ハ稍強度 ニシテ髓質細胞 ノ肥大

ノ度稍著 シク「クローム顆粒」ノ減少亦著明 ニシテ

胞體周邊 部ニ多數 ノ空胞 ヲ有 スルモ ノア リ.岡,

中村兩氏 ノ研究 ニヨレバ骨折 ノ甲状腺及 ビ上皮小

體 ニ及ボス影響ハ骨折 ノ部位竝 ニ程度 ニヨ リテ差

違 ア リ.大 管状骨 々折ハ小管状骨 々折 ヨリモ影響

著シク,大 腿骨 々折 ノ場合ハ肋骨 々折 ノ場合 ニ比

シ變 化強度 ニ現ルル ヲ認 メタ リ.余 ノ實驗 ニ於 ケ

ル副腎 ノ骨折性變化モ亦 上述 ノ如 ク大腿骨 折々 例

ニ於テ肋骨 々折例 ニ於 ケル ヨ リ顯著ナ リシハ岡,

中村兩氏 ノ所見 ニヨク一致 スル事實 ニシテ,骨 折

後 ニ於 ケル副腎 ノ變化ガ骨折部 ニ於 ケル骨芽組織

ノ増殖 ト其 ノ消長 ヲ倶 ニスルテ フ事實 ト共 ニ骨折

後ニ起 リタル副腎 ノ變化 ガ骨折局所 ノ状態 ト密接

ナル闘係 ヲ有ス ル コ トヲ示 ス1證 左 ナ リ ト思惟

ス.

敍上 ノ副腎ニ於 ケル骨折性變化ハ骨折 治癒機轉

ニ對 シ如何ナル意義 ヲ有 スルヤ.更 ニ兩者 ノ關係

ハ直接的 ナ リヤ將又間接的ナ リヤ等 ノ問題 ハ本研

究 ノ範圍 ニ於 テハ未ダ明 カニシ得 ザ ル トコ ロナ

リ.然 レ ドモ文獻ニ徴 スレバ,副 腎 ト骨發育 トノ

關係 ニ就 テハ已 ニ一部學者 ノ研究 ア リ.殊 ニ副腎

皮質物質投與 ガ全身又ハ骨 ノ發胃 ヲ促進 スル コ ト

ハ已 ニHerwerden, Adler, Castaldi等 ノ報告ア

リ.又 副腎 ノ骨折 治癒 ニ及ボス影響ニ關 シテ ハ麻

生,Kosdabo等 ハ「ア ドレナ リン」ノ注射又ハ 「過

ア ドレナ リン血症」 ノ場合 ニ骨折治癒 ノ遲滯 スル

コトアル ヲ述ベ,Stoeltznerハ 「ア ドレナ リン」ガ

骨樣組織 ノ石灰收得 ヲ刺戟 スル作用 アル コ トヲ報

告セル他,副 腎機能脱落 ト骨折治癒 トノ關係 ニ就

テハGibelli, Marsiglia等 ハ副腎剔出 ニヨルモ骨

折治癒機轉 ニハ何等著明 ナル影響 ヲ及ボサズ ト述

ベタル ニ,村 上,小 林及 ビ麻生等 ハ何 レモ副腎剔

出 ニヨ リ骨折治癒機轉 ノ遲滯 スノレヲ認 メタ リ.之

等 ノ知見ニ據 レバ副腎ハ皮髓兩質共 ニ骨發育又 ハ

骨折 治癒 ニ對 シテ主 トシテ促進的 ニ作用セルモ ノ

ノ如 ク,隨 テ恐ラ ク余 ガ骨折白鼠 ニ認 メタル副 腎

皮質 ニ於 ケル類脂肪 ノ減 少,髓 質細胞 ノ肥大竝 ニ

「クローム顆粒」ノ減 少等 ノ變化ハ共 ニ中村 氏 ノ腦

下垂體,甲 状腺,上 皮小體,胸 腺等 ニ於 ケル所 見

ト同樣 ニ骨折 治癒機轉 ニ緊密關與 スル機能的意義

ヲ有 スト見做 スヲ妥當 ナ リトスベ シ.

第5章 結 論

1) 白鼠 ノ副 腎ハ骨折後 皮髓兩質 ニ亙 リテ一定

顯著ナル組織學的變化 ヲ招來 ス.

2) 副腎皮質 ニ於 ケル類 脂肪 ハ骨折後各層 ニ亙

リテ著明ナル減 少ヲ來 スモ,其 ノ程度絲毬層 ニ於

テ最モ顯著 ナ リ.

3) 副 腎髓質細胞ハ骨折 後肥大 シ且 「クローム

顆粒」 ノ減少 ヲ來 ス.

4) 副腎皮髓兩質 ニ於 ケル上記 ノ變 化ハ骨折部

ニ於 ケル 骨 芽組織 ノ増殖 ト略 ボ其 ノ消長 ヲ倶 ニ

ス.

5) 副 腎 ニ於 ケル 上記 ノ如 キ骨折性變 化ハ肋骨

骨折動物ニ於 テハ大腿骨 々折動物 ニ比 シ稍輕度 ナ

リ.

擱 筆スル ニ臨 ミ恩師 田部教授 ノ御懇篤 ナル

御指導 ト御校閲 ヲ衷心謹 ミテ深謝 ス.
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附 圖 説 明

Fig. 1. 正 常 白鼠(第2例)副 腎 髓 質

(「ヘ マ トキ シ リン單 染 色 」,擴 大,Zeiss,

Ok. 7×Obj. 40, Kl. 25cm)

Fig. 2. 正 常 白鼠(第3例)副 腎 皮 質

(「ズダ ンIII=ヘ マ トキ シ リン染 色」,擴

大,Zeiss, Ok. 7×Obj. 10, Kl. 25cm)

Fig. 3. 肋 骨 々折 後5日 ノ白鼠(第14例)副

腎 髓質(「 ヘ マ トキ シ リ ン單 染 色」,擴

大,Zeiss, Ok. 7×Obj. 40, Kl. 25cm)

Fig. 4. 肋 骨 々折 後5日 ノ白鼠(第13例)

副 腎 皮 質(ズ ダ ンIII=ヘ マ トキ シ リン

染 色,擴 大,Zeiss, Ok. 7×Obj. 10,

Kl. 25cm)

Fig. 5. 上膊 及 骨 ビ大 腿 骨 々折 後5日 ノ白 鼠

(第10例)副 腎髓 賢(ヘ マ トキ シ リン=

エ オ ジ ン染 色」,擴 大,Zeiss, Ok. 7×

Obj. 40, Kl. 30cm)

Fig. 6. 上膊 骨 及 ビ大 腿 骨 々折 後1週 ノ白鼠

(第12例)副 腎 皮 質(ズ ダ ンIII染 色 」,

擴 大,Zeiss, Ok. 7×Obj. 10, Kl. 30cm)
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    Aus dem Pathologischen Institut der Medizinischen Fakultat Okayama. 

 (Leiter Prof. Dr. H. Tanabe) 

 Beitrage zum Verhalten der endokrinen Organe bei Knochenfraktur.

         (I. Mitteilung.) 

Histologische Veranderung der Nebenniere 

 im Verlaufe der Frakturbeilung. 

    Von 

            Dr. Hiroshi Oka. 

 Eingegangen am 25. Mai 1938.

   Es stellte sich schon aus den Studien Nakamuras heraus, dass es im Heilungspro-

zess der Knochenfraktur zu betrachtlichen histologischen Veranderungen bestimmter 

endokrineu Drusen, die dem Fortschreiteu der Heilungsvorgange des Knochenbruchs-

teils parallel gehen, kommt. Was das Verhalten der Nebenniere bei der Knochenfraktur 

 anbetrifft, so ist bisher ausser kurzer Beschreibung Nakamuras gar keine Angabe zu 

 finden. Dies gab dem Verfasser den Anises eingehende Untersuchung uber solches 

Problem auzustellen. Bei mannlichen Ratten wurde der Knochenbruch an Rippen oder 

an Humerus und Femur erzeugt. In verschiedenen Zeitabstanden (1 Tag-12 Wochen) 

nach der Fraktur wurden die Nebennieren und der Knochenbruchsteil histologisch 

untersucht. Die Resultate lassen sich folgendermasseu zusammenfassen: 

 Beim Knochenbruch an Tieren aussern sich sekundar betrachtliche histologieche 

 Veranderungen der Nebenniere, insbesoudere am Mark Verminderung von Lipoid und 

in Markzellen Vergrosserung des Zelleibs und Abnahme der chromaffinen Kornchen. 

 Solche Veranderungen finden der Wucherung des osteoiden Gewebes im Knochen-

bruchsteil parallel gehend statt, und zwar am deutlichsten in 3 Tagen bis 1 Woche nach 

der Fraktur, wo die Wucherung des osteoiden Gewebes sich am lebhaftesten aussert , 
 dann allmahlich abklingend mit dem Verschwinden des osteoiden Gewebes. Die durch 

die Fraktur hervorgerufenen Veranderungen der Nebenniere sind bei Humerus- und 

Femurfraktur quantitativ etwas hochgradiger als bei Rippenfraktur . (Autoreferat)
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