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余 ハ曩 キニ耳性腦靜脉實血栓 ノ病理 ニ關 スル實驗的研究 ヲ發表 セル ガ,其 際横竇 内ま骨組織

ノ形成 セラルル アルヲ認 メ,從 來横竇血栓 ノ實驗的研究 テ試 メルStenger, Undritz等 ハ何等

此點 ニ關 シテ記述 スル所 ナキヲ指摘 セ リ.次 デ頸 靜脉結紮 ノ横實血栓 ニ及ボス影響ヲ實驗的 ニ

檢 セルニ,殆 ン ド總 テハ實驗例 ニ於 テ多少 ニ拘ハラズ同様 ニ横竇内ニ骨組織 ノ形成 セラルル テ

認 メ.之 レニ關 シテハ他 日稿 ヲ改 メテ報告 スペキテ約 セリ.斯 ル横竇内骨形成 ニ就テハ又臨牀

病理的方面 ニ於 テモ餘 リ注意サ レザ リシモノカ,余 ハ調査 セル範圍 ニ於 テハ僅 カ ニEschガ

剖檢 ニ際 シテ得 タル材料 ニ就 キテ横竇 ヲ顳〓骨ニ附着 セル儘檢索 シテ横竇 壁 ニ骨 ハ形成 セ ラ

ルル アル ヲ記 シ,又Max MayerガUber Bindegewebesverkalkung, Bindegewebsver-

knocherung usw.ノ 題下 ニ論説 ノ例證 トシテ挿圖 テ擧 グテ器質化 シツツアル血栓 内ハ骨形成

ニ就キテ簡單 ニ記載 セル ラ見ルニ過 ギズ.依 テ余 ハ弦 ニ試驗竇 トシテ横竇 ノミテ選 ビシ叙上 ハ

第2ハ 實驗 ニ於クル横竇血栓例 ノ組織的所 見ニ基 キテ,横 竇血栓 ニ際 シテ竇内骨新生機轉 テ記

述 シ以テ前約 テ果 サ ントス.

實 驗 材 料

實驗材料ハ上記 ノ頸靜脉結紮ノ横竇血栓ニ及ボス影響ヲ檢セル實驗 ニ於ケルモノト同一ナ リ.即 チ血栓

ヲ成生セシムルニハ犬 ノ骨性竇外側壁 ノ1部 ヲ鑿除穿開 シテ黄色葡萄状球菌傳染「ガーゼ」ヲ露出固有竇壁

外面ニ無壓貼附セルモノニシテ,經 過 日數ハ5-19日 間ナ リ.標 本ハ總テ 法 ハ如 ク横竇ヲ周圍 ノ骨 ト共ニ

20μ ノ横斷連續截片 ヲ作製 シ,「ヘマトキシリン.エ オジン」重染法, van Gieson染 色法及 ビMallory繊 維

染色法 ヲ施 シテ鏡檢セ リ.

組 繊 的 所 見

叙上 ノ實驗ニ於テ組織學的檢索 ヲ經 タル横竇血栓總數16例 中13例 ニ於テ竇内ニ骨組織 ノ新生 アルヲ認
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1232 門 脇 善 次

メタレドモ.夫 等 ノ所見ハ大同小異ナレパ之 レヲ各例 ニ就キテ途一詳述 スルハ煩ヲ避 ケ,經 過 日数 ノ點 ヲ

考慮 シテ以下之等13例 ノ内ノ3例 ノ組織的所見 ノ叙述 ニ止ム可 シ.

因 ミニ衣述 ノ各例 ノ括弧内ノ番號ハ敍上 ノ實驗ニ於ケル試獸番號ナ リ.

第1例(Nr. 16)經 過 日數8日.

本例ハ右横竇溝上部ニ於 ケル骨穿開部 ヨリ末梢ノ方向ハ横竇管中部,中 樞 ハ方向ハ 顳〓管部ニ及ブ閉鎖

性血栓ニシテ,横 竇 ニ連 レル骨靜脉 内ニ迄モ逆流的ニ蔓延 セリ.而 シテ血栓ハ竇壁 ト密 ニ結合セル部 ニ於

テ器質化機轉 ノ稍進展セルヲ認 メシム レドモ,端 部殊 ニ中樞端部ニ於テハ該機轉 ノ見 ル可キモ ノナシ.骨

穿開部ニ於テ竇外側壁 ノ破壊 ト共ニ血栓ハ僅カニ化膿破壌ヲ蒙 レリ.

横竇管中部ニ於テ上項線 ニ隣接セル顧頂骨外面ニ近 キ髓腔内ハ結締織性成分 ノ増殖竝 ニ圓形細胞 ノ浸潤

ヲ示 シ,其 邊縁竝ニ腔内骨梁,表 面ニ多數 ノ破骨細胞沈着 シテ 窩状吸收 ヲ現示セ リ.固 有竇壁ハ強度 ニ肥

厚 シ鬆疎 ニシテ圓形細胞浸潤 ヲ示シ,之 レニ接セル骨性竇壁内面ニ不整形 ハ細胞 ノ連鎖状 ニ羅列セルヲ認

ム.血 栓ハ竇 前外壁ニ壁在セ リ.之 レ血栓 ノ中樞端部ナ リ.横 竇 管下部ニ至 レパ竇内 ノ所見 ハ同上ナレド

モ,横 竇 ノ前側ニ位 シテ之 レニ開口セル叙上 ノ骨靜脉 ノ骨性壁内面 ノ1部 ニ基底 ヲ有 シテ 不規則ナル形状

ヲ具 ヘタル骨様組織梁 ノ新生セルヲ認メ,夫 等ハ多 クハ稍密ナル細胞暦 ニテ被ハ ル.更 ニ截片ヲ追檢 シテ

稍下方 ノ截片 ヲ見 ルニ,固 有竇前及 ビ外壁ハ 殊 ニ著 シク肥厚 シテ 血管ニ富 ミ且多數 ノ紡錘形或ハ卵圓形 ノ

細胞 ノ増殖 ヲ示 シ,此 部ニ接セル骨性竇壁内面ハ「ヘマトキシリン」ニテ強染 セル凹凸不平ナル砧合線 ヲ界

トシテ,不 整形 ヲ呈セル細胞 ノ層又ハ不整形細胞竝 ニ「エオジン」ニ紅染セル基質 ヨリナレル骨様組織 ニテ

被ハル.而 シテ斯ル骨様組織 ノ内部ハ更ニ細胞暦 ニテ被 ハル.之 等 ノ細胞ハ骨様組織ガ竇壁組織内ニ向ヒ

テ 其幅員 ヲ増セル部分 ノ遊離縁部ニ於テ殊ニ多數ニ蝟集 シ,一 方ニ於テ基質内 ノ細胞 ト形態類似 セル ト同

時 ニ,他 方ニ於テハ竇壁組織内二於テ骨様組織遊離縁 ヨリ刷毛状 ニ放散セル結締織繊維東間ニ存セル稍訪

錘形 ヲ呈セル細胞 トノ移行 ヲ認 メシム.次 デ横竇溝上部ニシテ骨穿開部ニ近 ケパ内側壁 ヲ除 ク固有竇壁 ノ

大部分ハ高度ナル結締織 ノ増殖,小 血管ノ新生,多 核白血球及ビ圓形細胞 ノ浸潤ヲ示シテ.竇 腔ヲ殆 ド閉

鎖セル器質化中ノ血栓 ニ相移行セ リ.斯 ル部分 ニ接セル骨性竇壁内面ハ強度ノ骨 ノ破壊吸收 ノ跡 ヲ現ハシ,

所々「ヘマ トキシ リン」ニ強染セル粘合線 ヲ界 トシテ 骨様組織 ニ相接 シ.一 方 ニ於テハ單 ニ直接増殖セル固

有竇壁ニ接 シテ細胞堆積 ヲモ被 ラザル所 ア リ,ノ ミナラズ骨性竇壁ハ數箇所ニ於テ穿孔 シテ竇壁組織 ト竇

周圍 ノ髄腔 トヲ相交通セシム.之 等 ノ髄腔内ニハ其邊縁 ニ近 ク紡錘形細胞増殖シ且之 レヲ圍ム骨壁内面ニ

ハ破骨細胞多數沈着 シテ旺盛ナル窩状吸收 ヲ現ハ シ,其 邊縁鋸歯状 ヲ呈 ス.(Fig. 1) 1部 ノ體腔ハ手術時

ノ骨壁 ノ鑿創 ノ爲 二顱頂骨外面 ノ膿竈 ト交通 シテ多數 ノ膿球ノ浸潤 ヲ蒙 レリ.骨 穿開部ニ於テハ竇外側壁

ハ化膿破壊 シ,骨 穿開縁ハ膿ニ浸サ レ,此 威ニ隣接セル髄腔ハ 紡錘形細胞 ニヨリテ充サ レ,其 邊縁 ニ骨 ノ

窩状吸收著明ニシチ窩内ニ破骨細胞 ヲ收ム.漸 次截片ヲ追及スルニ從 ヒ骨性竇壁 ノ破壊 ハ輕度 トナ リ,途

ニ横竇溝最下部 ヨ リ中樞 ノ方向ニ於テハ固有竇壁 ノ増殖肥厚 ノ輕度 トナル ト共ニ骨性竇壁 ニ何等變化 ヲ認

メ ズ.

第2例(Nr. 15)經 過 日數15日.

本例ハ骨穿開部(横 竇 ト上後頭寳 トノ會交部)ヨ リ末 梢 ノ方向ハ横竇管部,中 櫃 ノ方向ハ顳〓管部ニ亙ル
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横竇 血栓ニ際 シテ ノ竇内骨新生 ニ就テ 1233

閉鎖性血栓 ニシテ,更 ニ横竇ニ蓮 レル骨靜脉ニ迄モ蔓延セ リ,血 栓ハ進展セル器質化機轉 ヲ示 シ,骨 穿開

部 ニ於テ化膿崩壌セ リ,

横竇管部ニ於テ骨性竇壁内面 ノ1部 ニ富稜形細胞連鎖状ニ羅列 シ,僅 カニ骨様組織 ノ邊縁性ニ堆積セル

ヲ見 ル.横 竇溝上部 ニ至 レパ固有寮壁ハ結締織 ノ増殖著 シクシテ竇内結締織性填塞物 ト相移行シ,骨 性竇

前外壁内面ニ「ヘマトキシ リン」ニヨ リテ強染セル平滑ナル黏 合線 ヲ界 トシテ骨様組織層堆積 シテ其表面ニ

富稜形 ノ細胞排列 シ,更 ニ竝ニ基底ヲ有 シテ不規則ニ分岐セル骨様組織梁ガ突出 シ,其 邊縁ニ増殖セル富

稜形細胞ガ蝟集 シ,其 或者ハ「エオヂ ン」ニヨ リテ紅染セル基質中ニ正ニ封入 サレントシ,或 者ハ既ニ基質

内部ニ包封サル.或 ハ骨様組織梁 ノ島嶼状ニ遊離 シテ新生 シ,密 ナル細胞層 ニテ被ハル.而 シテvan Gieson

染色或ハMallory染 色ニテ檢セルニ骨様組織 ノ基質ノ部ハ粗大ナル繊維網 ニテ構成サ レ,其 周圍 ニ錯走セ

ル繊維束 ノ横斷サレテ多數 ノ小點 トシテ存セルヲ認ム.(Fig. 2, 3 u. 4)更 ニ敍上ノ血栓ヲ藏セル骨靜脉

骨性壁 ノ1部 ニモ竝 ニ接 シテ骨組織 ノ新生セルヲ認ム.斯 ル横竇竝ニ骨靜脉ニ隣接セル髓腔及 ビ血管腔ハ

共 ニ炎性變化 ヲ蒙 リテ紡錘形細胞 ノ増殖ヲ示シ,所 々之等 ノ腔 ノ邊縁ニ骨 ノ新生或ハ窩状吸收發現セ リ.

次デ骨穿開部 ニ於テハ骨鑿除縁ニ何等骨組織 ノ新生ナク,僅 カニ竇 ニ隣接 セル髓腔内ニ邊縁性 ニ骨梁 ノ新

生セルヲ認ムル ノミ.最 後 ニ横竇溝下部二至 レパ横竇溝上部ニ於 ケル ト同様ニ骨性竇壁内面ニ基底ヲ有 シ,

槍朕 ヲナシテ埆殖竇壁組織内ニ骨様組織突出シ,其 邊縁ニ富稜形ノ細胞増殖蝟集シ,結 締織繊維走 向進入

セ リ.

第3例 (Nr. 26)經 過 日數19日,

本例ハ骨穿開部部チ横蜜溝部 ニ於ケル横蜜 ト上後頭竇 トノ會交部ヨリ主 トシテ 末梢 ノ方向ニ蔓延セル血

栓ニシテ,器 質化機轉著 シク進展セ リ.

横竇 管上部ニ於テ骨性蜜壁内面ニ基底ヲ有 シテ樹枝状 ヲナセル新生骨様組織梁 ノ竇壁組織 ノ肥厚セル内

ニ突出 シ,其 中心部 ハ稍「ヘマ トキシリン」ニ強染 シテ骨化 シツツアル状 ヲ示シ.其 邊縁ニハ 富稜形細胞 ノ

排列 セルヲ認ム.横 竇管下部ニ進 メパ之等 ノ骨様組織梁ハ其數 ヲ減 ジ,骨 性竇 壁一部 ニ薄 キ骨様組織縁ヲ

認メ,共 表面 ニ細胞羅列 ス.次 デ横竇溝部ニシ テ竇壁傅染部ヨ リ末梢部ニ至 レパ骨性竇 前外側壁内面ニ接

シテ多數ノ細長 ニシテ槍状ヲナセル新生骨様組織梁成生 シ,多 クハ既存骨質ニ基底 ヲ有シテ増殖セル竇壁

組織内ニ互 ニ相連リ或ハ相併行シテ進入 シ,紡 錘形或ハ 富稜形 ノ細胞 ヲ包有 シ且小血管ヲ帶導セル所謂結

締織性髓腔 ヲ圍 メルヲ認ム.(Fig. 5)之 等 ノ骨様組織梁ノ表面即チ髓腔 ノ邊縁ニ沿ヒテ富稜形 ノ細胞單層

ニ連鎖牀ニ排列 シ或ハ密ニ重積 シ,殊 ニ之等 ノ梁ノ先端部ニ沼ヒテ厚キ密ナル細胞層ヲ形成セリ.而 シテ

之等 ノ骨様組織内ニ存 スル細胞 ハ邊縁ニ存 スル細胞 ト形態上同一ナルカ或ハ之 レニ類似 シ,或 者ハ基質内

ニ消滅セントセル状 ヲ示 シSchafferノ 所謂Verdammerungsvorgangヲ 呈セ リ.(Fig. 6)其 他骨様組織 ノ

邊縁 ヨ リ敍上ノ髓腔 ニ向ヒテ微細ナル繊維ガ放散 シ之等ノ髓腔内ノ繊維 ニ移行セル ヲ認ム.殊 ニ上記 ノ骨

様組織梁 ノ遊離端部ニ向ヒテハ比較的粗大ナル繊維束ガ刷毛状或ハ 總束状ヲナシテ-「 エオジン」ニ紅染 セ

ル基質内ニ進入消失セ リ.更 ニ斯ル部分ヲMallory或 ハvan Gieson染 色 ヲ施 シテ檢スルニ之等 ノ刷毛状

ヲナセル繊維束ハ骨様組織内ニ於テ不規 則ニ交錯 シテ粗大ナル繊維綱 ヲ形成 セル繊維束 ノアルモノニ相移

行 シ,斯 ル繊維束間或 ハ網 工内ニ細胞 ノ蝟集 シ或 ハ埋存セルヲ詔ム.(Fig. 7)尚 骨組織 ノ新生ハ骨性竇壁

263



1234 門 脇 善 次

内面ニ止 ラズシテ竇 ヨリ後方ニシテ小腦ニ接セル後頭骨内面ニモ同様 ニ限局性ニ之レヲ認 ム.骨 穿開部 ニ

ア リテハ骨鉄損縁竝ニ此處ニ隣接セル顳〓骨外面ハ斷面ニ於テ「ヘマ トキシ リン」ニ強染セル不規則ナル鋸

歯状縁 ヲ示シ,之 レヲ界 トシテ既存骨質上ニ骨様組織 ノ新生堆積旺盛ナ リ.更 ニ骨訣損縁 ヨ リ骨訣損部ヲ

補填 セル肉芽組織中ニ新生骨様組織突出 シ,或 ハ既存骨縁 ニ近ク肉芽組織中ニ遊離介在セル比較的大ナル

骨片 ハ表面 ニ骨様組織新生堆積 シ,更 ニ膿性浸潤比較的著明ナル 部分ニ篏在セル骨碎片 ノ表面1部 ニ窩状

吸收 ヲ見 ル.骨 穿開部ノ中樞端部ニ近キ部ニ於テ モ骨性竇壁 ノ吸收新生雨機轉共 ニ旺盛ニシテ,骨 性竇前

外側壁ハ吸收サ レテ深 ク彎入 シ.新 タニ不規則ナル黏 合線 ヲ以テ 骨様組織新生堆積 シ更ニ樹枝状 ヲナセル

梁 ノ突出セルヲ認ム.横 竇溝下部ニ至 レパ竇前及ビ外側壁ハ増殖肥厚 シ,依 然骨組織 ノ新生 アリテ,其 邊

縁 ニ富稜形細胞連鎖状 ニ羅列セ リ.サ レド更ニ漸次中樞 ノ方向ニ進ムニ從ヒテ竇壁 ノ變化輕度 トナ リ,模

竇溝 ト顳〓管 トノ移行部以下ニ於テハ殆 ンド骨組織ノ新生 ヲ見 ズ.

總 括 及 ビ 考 按

敍 上ノ組織 的所見 ヲ總括 スルニ之等 ノ實驗例 ハ横竇 血栓 ニ於 ケノレ器質化機轉 ノ初期或 ハ進展

セルモノニシテ,骨 性竇壁 ニ接 セル固有竇壁 ノ炎性増殖 テ示 シ,竇 壁 ノ増殖 ハ殊 ニ壁 ガ血栓 ト

密 ニ結nシ テ相移行 セル部分 ニ於テ著 シク,斯 ル竇壁 ノ増殖ノ著 シキ部分ニ一致 シ加之比較的

廣 キ延長 ニ亙 リテ骨様組織 ノ新生 セルヲ見ル.即 チ新生骨様組織 ハ主 トシテ骨性竇前外壁 ニ於

テ之 レニ凹凸不平 ナル或ハ平滑 ナル黏 合線 ヲ界 トシテ堆積 シテ所謂骨様組織縁 ヲ形成 スルノ ミ

ナラズ,屡 々不規則 ナル形状 ヲ呈 シテ増殖 セル壁組織 内ニ突出 シ,其 著 シク發現 セルモノハ相

互 ノ間ニ小血管 テ帶導 セル所謂結締織性髓腔 ヲ圍 ミ,或 ハ遊離状ニ梁 ヲ形成 セル ヲ認ム.而 シ

テ之等 ノ骨様組織 ノ邊縁 ハ單層或 ハ密 ナル所謂造骨細胞 ト認 ムベキ細胞 ノ層 ヲ以 テ被 ハ レ,骨

様組織梁 ノ尖端部或 ハ遊離 セルモノノ邊縁 ニ於テ殊 ニ細胞 ノ増殖著明ナ リ.之 等 ノ細胞 ハ不整

形 ニシテ一方 ニ於 テ其或者 ハ骨標組織内 ニ消散 セ ントシテSchafferハ 所謂Verdammerung-

svorgangヲ 示 シ,他 方 ニ於 テ梁 ノ邊縁部周圍 ノ紡錘形細胞 トノ移行テ認 メシメ,恰 モ基質 ノ

有無 ニヨ リテ同一細胞 ガ形態 ヲ異 ニセルニ過 ギザル ガ如 キ状 ヲ呈 セ リ.更 ニ斯 ル新生骨標組織

ト増殖 セル壁組織 トノ移行部テ見ルニ繊維性移行 テ示 シテ,基 質 ヨリ繊維 ノ放散 セルラ認 ム.

殊 ニ梁 ノ尖端部 テvan Gieson或 ハMallory染 色法 ニ就テ見ルニ結締織繊維 ガ粗大 ナル總束

状或 ハ刷毛状 テナ シテ骨様組織 ノ遊離縁 ノ方向 ニ向 ヒテ走行 シ,途 ニ之等 ノ繊維 ガ該組 織内 ニ

於 テ不規則 ニ交錯 シテ網状 テ呈 シ其 間ニ細胞 ヲ包封 セル繊維 束ニ移行 セル ヲ明カニ追及 スル コ

トテ得.又 遊離 シテ存 セル梁 ニア リテハ繊維束 ノ横斷 サ レテ多數 ノ小點 トシテ存在 セルヲ認

ム.

以上 ノ所見 ヲ綜合考按 スルニ,之 等 ノ實驗例 ニ於 ケル竇内新生骨様組織 ハ,血 栓 ノ器質化 ニ

件 フ骨新生 ノ初期現象 ヲ示 シ,臆 テ骨化 シテ交錯性 骨ニ移行スペキモノニシテ,發 生上骨膜性

組織 ト密接 ナル關係アル ヲ思 ハ シム.斯 ノ如 キハEschガ 人體 ノ廣汎 ナル耳性閉鎖性腦竇血栓
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ノ1例 及 ビ非傳染性腦竇血栓 ノ2例 ニ於テ骨性竇 壁或 ハ骨性頸靜脉 球壁 ニ交錯性骨 ノ厚層 ノ形

成 セルヲ認 メタル 島一致 セ リ.而 シテMax Mayerハ 器質化 ノ過程 ニアル横竇血栓内 ニ於 ケル

化成性 骨形成(metaplastische oder fibroblastische Knochenbildung)ヲ 記載 セルガ,余 ノ實

驗的檢索 ノ範圍ニ於 テハ斯ル新生型式 ヲ トレルモノヲ見出 ス能 ハザ リキ.サ レ ド余 ハ嘗 テ本教

室 ノ西尾 ガ迷路 内骨新生竝 ニ中耳炎 ノ際 ニ於 ケル鼓室内骨形成 ニ就 テノ詳細 ナル研究 ニ於 テ唱

導 セルニ顧 ミテ,向 後長時 日ニ亙 リテ觀察 ヲ遂ゲナバ或ハ斯 ル横竇 血栓内 ノ化成性骨新生 モ亦

可能 ナルヲ思 フモノナルモ是ハ唯余 ノ推想 ニ過 ギザルナ リ.

既 ニ冒頭 ニ記 セシ如 ク從來臨牀病理上腦竇血栓 ノ際ニ於 ケル竇 内骨新生 ニ關 シテハ,之 等 ノ

諸家 ヲ除 キテ其記載 ヲ見ザルモノノ如クナル ガ,之 レヲ余 ノ實驗成績 ニ於 テ16例 中13例 ノ多

數 ノ例 ニ竇内骨組織新生テ認 メタル ニ徴 シテ甚 シキ相違 アルヲ思惟 セシム.サ レド這者 ハ人體

ニ於 ケル腦竇血栓 ノ病的變化 ニ關 スル檢索 ガ多クハ手術時竝 ニ剖檢時 ノ肉眼的所 見ヲ主 トシ,

假令組 織的檢索 ヲ塗 グタ リトスルモ,ソ バ例之Eschガ 行ヘル檢査方法 ノ如 キ僅 カノ除外例 ヲ

措 イテハ,只 小ナル組織 片ノ檢索ニ止 マ リテ血栓領域 ノ全般 ニ亙 ル檢討 ヲ訣 キ,更 ニ血栓 ヲ組織

的 ニ檢索 スル時期 ハ臨牀上多 クハ局所 ノ化膿性破壊高度 ニシテ全身傳染 ヲ來 セル場合 ニシテ,

從 ツテ血栓 ノ治癒 ノ時期ヲ詳細 ニ觀察 スル機會尠キニ因ルナル可 ク,人 體 ニ於 テモ適當ノ材料

ヲ得テ精細 ニ研 索ヲ途 ゲナバ腦竇血栓 ノ器質化ニ際 シテノ竇 内骨新生ハ敢 テ稀有 ナルモノナラ

ザル可 シ.

結 論

1.實 驗性 横竇 血栓 ノ大 多數 ニ於 テ其 器質 化 ニ際 シ骨様 組織 ノ發 生 ヲ見 タ リ.

2.而 シテ此際 余 ノ實驗 ノ範 圍 ニ於 テハ骨膜 性化 骨機轉 ニ ヨ リテ其發 生 ヲ見 ルモ ノ ノ如 シ.

3.斯 カル骨形成 ハ恐 ラク亦人 體 ニ於 ケル腦 竇 血栓 ノ器 質化 ニ當 リテ モ稀 ナラザ ル可 シ.

擱筆 スルニ臨 ミ御懇篤ナル御指導 ト御校閲ヲ賜ハ リシ田中教授竝ニ種々御援助ヲ與ヘラレタル小田助

教授 ニ深謝ス.(5. 2. 20.受 稿)
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附 圖 説 明

Fig. 1.第1例 横 竇 講 上 部 ニ於 ケ ル器 質 化 シ ツ ツ

ア ル 血 栓(Th). LR-骨 ノ窩 状 吸 收O-骨

様 組 織(「 ヘ マ トキ シ リ ン.エ オ ジ ン」染 色.

弱 廓 大)

Fig. 2.第2例 横 竇 溝 上 部 ニ於 ケ ル 器 質 化 血 栓

(Th). O-骨 様 組 織KL-黏 合線SW-炎

性 増 殖 セ ル 竇 壁(染 色 同 上.弱 廓 大)

Fig. 3.同 上 例 増 殖 セ ル組 織 内 ニ遊 離 新 生 セ ル 骨

様 組 織 梁(OB).(染 色 同 上,廓 大: Zeiss 7×

20,「 カ メ ラ」ノ長 サ30cm)

Fig. 4.同 上 例 第3圖 ニ於 ケ ル ト同 様 ナ ル 骨 様 組

織 梁(OB). QB-結 締 織 繊 維 束 ノ 横 斷 面

(van Giesou染 色.廓 大: Zeiss 7×20.「 カ

メ ラ」ノ長 サ35cm)

Fig. 5.第3例 横蜜溝部ニ於ケル器質化血栓.骨

性竇前外壁 ニ接 シテ新生骨様 組 織 梁 ヲ認

ム.(「 ヘマ トヰ シリン.エ オジン」染色.弱

廓大)

Fig. 6.同 上例 第5圖 ニ於 ケル骨様組織梁ノ遊離

端部所見. O-骨 様組織Ob-造 骨細胞VZ

-骨 内ニ於様組織テ消滅 セ ントスル 細胞

(「ヘ マ ト キ シ リ ン.エ オ ジ ン」染 色.廓 大:

 Zeiss 5×40,「 カ メ ラ」ノ長 サ42㎝) .

Fig. 7.同 上 例 骨 様 組 織 梁 ノ遊 離 端 部 所 見, QB-

骨 様 組 織 梁OZ-骨 様 組 織 内封 包 細 胞Ob

-造 骨 細 胞B-結 締 織 繊 維 束(Mallory染

色.廓 大: Zeiss 7×20,「 カ メ ラ」 ノ長 サ

30cm)
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Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.
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Fig. 5.

Fig. 6. Fig. 7.
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677. 8

Kurse Inhaltsangabe.

Uber die Knochenneubildung im Sinus bei der Sinusthrombose

Von

Zenji Kadowaki.

Aus der Hals-, Nasen-u. Ohrenklinik der med. Universith! Okayama.

(Vorstndae. Prof. Dr. F. Tanaka.)

Eingegangen am 20. Februar 1930.

Bei der histologisehen Untersuchung der Organisationsvorgange der Sinusthrombose 

beim Hunde stellte Verfasser in den weitaus meisten Fallen osteoides Gewebe in der 

entzundlich proliferierten Sinuswand fest, wobei als Entstehungsweise eine periostale 

Knochenbildung anzunehmen ist. Auf Grund dieser seiner Untersuchung weist Verfasser 

darauf hin, dass auch beim Menschen eine solche Knochenneubildung bei der Organi

ation der Sinusthrombose keinen seltenen Befund darzustellen scheint. (Autoreferat.)

Erklarung der Abbidungen.

Fig. 1. Der in Organisation begriffene Thrombus (Th) im oberen Teile dds Sulous transversus bei Fall

1. An der knochernen Sinuswand sieht man tells lakunare Resorption (LR), teils periostal 

abgelagertes osteoides Gewebe (O). (Hamatoxylin-Eosinfarbung. Lupenvergrosserung).

Fig. 2. Organisierter Thrombus (Th) im oberen Teile des Sulcus transversus bei Fall 2. In der proli

- ferierten Sinuswand (SW) sieht man osteoides Gewebe (O) an der vorderen ausseren knochernen 

Sinuswand. Kittlinie (EL) (Hamatoxylin-Eosinfarbung. Lupenvergzosserung).

Fig. 3. Die frei im proliferierten Gewebe neugebildeten Osteoidbalken (OB) bei demselben Falls wie 

in Fig. 2. (Hamatoxylin-Eosinfarbung. Vergrosserung: Zeiss 7•~20, Ausz. 30).

Fig. 4. Osteoidbalken (OB) bei demselben Falle wie in Fig. 2 u. 3. Querschnitt des Bindegewebs

 fibrillenbundels (QB). (Farbung nach van Gieson. Vergrosserung: Zeiss 7•~20, Ausz. 35).

Fig. 5. Organisierter Thrombus im Snlcus transversus bei Fall 3. Es zeigen sich neugebildete Oste

- oidbalken an der vorderen aussoren knochernen Sinuswand. (Hamatoxyliu-Eosinfarbung. 

Lupenvergrosserung).

Fig. 6. Befund am freien Rand eines Osteoidbalkens bei demselben Falle wie in Fig. 5. Osteoid (O). 

Osteoblasten (Ob). Die im Osteoid verdammernde Zellen (VZ). (Hamatoxylin-Eosinfarbnng. 

Vergrosserung: Zeiss 5•~40, Ausz. 42).

Fig. 7. Befund am freien Rand eines Osteoidbalkens bei demselben Falle wie in Fig. 5 u. 6. Oste.

 oidbalken (OB). Die im osteoiden Gewebe eingeschlossene Zone (OZ). Osteoblasten (Ob). 

Bindegewebsfibrillenbundel (B), die auf den Osteoidbalken zulaufen und in ihn abergehen. 

(Farbung each Mallory. Vergrosserung: Zeiss 72•~20, Ausz. 30).
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